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JARO XIV, N RO 7 JULIO, 1933

LA REVUO ORIENTA
論文

Cu Evoluo au Anarhio ?
Ramon de S?1Z^4S

En ĉi tiuj lastaj monatoj aperis kelkaj prilingvaj artikoloj en la Esperanta gazetaro, 
guj temis pli-malpli simile, kiel mi en la nuna momento, t. e. pri la nepra neceso kaj 
devo, kiujn havas -niaj samideanoj, trudi sin mem per tute libera maniero kaj propra 
volo iom da disciplino rilate al la uzado je nia parolilo, konvinkite pri la malbono, kiun 
ili kaŭzas certe nekonscie al nia lingva afero, pro tiu malsaĝa emo pusanta multajn 
verkantojn al senbrida elpenso kaj uzado je vortoj, kiuj tute ne estas Esperantaj, tial 
ke la Esperanto-Akademio ne akceptis ilin kaj tiu estas finfine la nura, klara rimedo 
permesanta al ni scii, ĉu vorto apartenas aŭ ne al la Zamenhofa lingvo, ĉar, se ni ne 
akceptus ĉi tiun vidpuunkton, ni neniel scius, ĉu vorton oni devas konsideri kiel Esperanta 
aŭ ne, tial ke la aliaj kondiĉoj: neceso, beleco, oportuneco, internacieco ktp. estas tre
diskuteblaj, relativaj kaj ne facile kontroleblaj aferoj, kiuj devas ゝsti
lingva, supera, aŭtcr让ato t. e. de la Akademio.

Nu, tiu konduto estas, mi ĵus diris, nepre necesa, jen kial:
Por kio nia kara Majstro tiel genie elpensis sian admirinde simplan, taŭgan kaj 

belan lingvon ? Ĉu tio ne estas, por ke la malfeliĉa homaro suferanta krom aliaj mab 
bonoj pro recipreka, interlanda, lingva nekompreno povu iam elvenki ĉi tiun baraĵon kaj 
fine detrui la Babefan turon ? Se la diverslanda interkomprenado estas Ia ĉefa kaj 
preskaŭ la nura celo de interna cia lingvo, ĉu ni ne vidas, ke laŭ la nuntempe irata vojo 
ni nur sukcesas iom pcst iom fuŝi, kompliki kaj malseriozigi nian aferon ? ĉu ni ne 

konscias pri tio, ke ni tre ofte ne komprenas eĉ tutajn paragrafojn aŭ frazoj n de verkaĵo 
aŭ artikolo nur pro tio, ke en ili estas fremdaj, Esperantigitaj vortoj malprave nomataj 
internaciaj ? Ĉu vi ne spertis malagrablan impreson kaj malŝatan senton, kiam vi trovas 
tiujn nenecesaj n, arbitrajn vortojn, kiuj rememorigas al ni la fuŝan parolmanieron, per 
kiu sentima malspertulo esprimas sian penson en fremda lingvo ?

En antaŭa artikolo de sinjoro Liem Tjong Hie aperinta en gazeto u Esperanto M nia 
ĥina samideano amare plendis pri la senpripenso kaj abundego, laŭ kiuj la eŭropaj 
esperantistoj fabrikadas novajn vortojn; sed li ĉi tiujn fabrikistoj n nomis iom respekte 
kaj admire sciencistoj kaj trosaĝuloj kaj pri tio mi tute ne konsenta s. Eksceptinte tre 
malmultajn el ili la ceteraj meritas nek admiron, nek ŝaton, nek respekton rilate al la 
lingva afero, sed nur la kontraŭaj n sentojn, tial ke pro ilia konduto nia lingvo fariĝas 
pli kaj pli komplika kaj netaŭga por tutmonda interkompreno, ĉar, kiel tre prave diras 



174

sinjoro Liem Tjong Hie, la mondo ne estas nur Eŭropo kaj ili nerajte nomas internaciaj 
vortojn nur pro tio, ke ili apartenas al la franca, angla kaj germana lingvoj, kvazaŭ 
la aliaj landoj kaj lingvoj el la mondo valorus neniom kaj estus neatentindaj. Kie, 
tiamaniere sin trovas lingva internacieco ? Ĉu finfine ni devas rezignacie alpreni kiel 

neŭtrala lingvon, kiu tute ne estas tia ? Ili multe da malutilo kaŭzas al la amindeco de 
Esperanto agante tiamaniere, ĉar oni konscias, ke ĝi nur fariĝas iom post iom kaŝata 
lingvaĵo de la superregantaj nacioj, do tute ne interesa afero, por kiuj funde amas sian 
moralan liberecon kaj ne deziras esti regataj, nek morale, nek materie de aliaj fremdaj 
nacioj ・

Krom tio okazas fakte preskaŭ ĉiam, ke la elpsnsantoj je novaj vortoj estas anstataŭ 
saĝaj lingvistoj mallertaj esperantistoj, kiuj ne sufiĉe konas la lingvon kaj ne scias per 
ĝi esprimi sian penson, opiniante netaŭga la ilon, kiam la vera kaŭzo estas en ili mem, 
en ilia nesufiĉa kono je nia lingvo. Verkisto aŭ tradukisto ekzemple deziras esprimi ian 
ne tro Rutenan penson, en nia lingvo estas sufiĉaj rimedoj por tio, sed li ne trovas ilin 
kaj tuj sin opinias rajtig让3 kompetentulo por tute trankvile uzi sian koncernan, nacian 
vorton post surmeto al ĝi je Esperanta vestaĵo kaj trudi ĝin al la mondo. Nu, ĉu tio 
ĉi estas serioza kaj respektinda afero ?

Cetere tio devenas almenaŭ grandparte de la vulgi^ra opinio pri tio, ke Esperanto 
devas evolui laŭ samaj leĝoj, kiaj la ceteraj, naci aj lingvoj, kaj kiuj tion kredas, forgesas, 
ke la elpensaĵo de D-ro Zamenaof nek estis, nek estas, nek estos natura lingvo kaj 
ankaŭ ne estas dezirinde, ke ĝi fariĝu tia; ĉar, se tio okazus, iam, ĝi rezultus tiel 
komplika, neregula kaj nealloga, kiel ĉiuj ceteraj lingvoj kaj pro tio mem netaŭga kiel 
internacia parolilo. Do, ĝiaj evoluaj leĝoj ne povas esti tiuj samaj de la unuaj kaj la 
tre granda libereco, laŭ kiu ĝi kreskas, estas por ĝi malutila kaj eble okazigos ĝian 
morton, se la instinkto de la esperatistaro kaj ĝia saĝo kaj singardemo ne kontraŭbatalas 
kaj venkas ĉi tiun danĝeron.

Artefarita lingvo, kiel ĝardeno, nur povas prosperi artefarite, t. e. saĝe zorgate kaj 
gardate de kompetentuloj, kiuj ne decidu arb让re kaj neresponde pri la lingvaj aferoj, sed 
kun la maksimumaj garantioj pri trafa agado; unuvorte zorgata kaj gvidata de la Espe
ranto-Akademio, kiu estas la nura responda organo de movado rilate al tio. Nu, por ke 
ĝi efiku, estas nepre necesaj almenaŭ du kondiĉoj:l-a. ke ĝi laboru vigle kaj saĝe kaj
2-a.  ke la esperantistaro propravole respektu ĝiajn decidojn. Se ni agas kiel ĝis nun, ni 
nepre falos en veran anarĥion kaj ni havos ja multe, multege da libereco en nia lingvo, 
sed ni ne povos kompreni unu la alian.

Ili ja scias bone, ke ĉi tiu respekto ne povas esti trudata al la esperantistaro, nek 
ankaŭ estas dezirinde ke tio okazu, sed kontraŭe ĝi devas veni de nia propra konvinko 
kaj konscio pri ĝia nepra neceso kaj forpelante la malsaĝan kaj neveran ideon pri tio, ke 

uzi multajn, novajn vortojn signifas progresemon; ne progresemon, sed fuŝemon kaj 
senpripenson ĝi signifas preskaŭ ĉiom・ Nur teknikaj aŭ specialaj vortoj rilatantaj afe
rojn nekomunajn al ĉiuj landoj estas prave uzeblaj, ĉar la oficialeco ne atingis ankoraŭ 
tiajn fakojn.
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Se okaze nova vorto montriĝas necesa, kaj tio preskaŭ neniam okazas, serioza kaj 

honesta konduto konsistas proponi ĝin al la Akademio, rekte aŭ per klariga rimarkigo 

en la verko mem, kaj ankaŭ la tasko de la Akademio devus konsisti, ne nur pasive 

atenti pri la pli-malpli granda ofta uzado je ĉiu neoficiala vorto, por peste blinde oficialigi 

•ĝin, se tiu ofteco estas sufiĉa, sed serioze studi, esplori, alpreni aŭ rifuzi laŭkonvene ilin, 
pruvante tiamaniere ke ĝi vivas kaj efikas por io.

Por atingi la necesan respekton al la decidoj de la Akademio, multe helpus la Esperanta 

gazetaro: unue montrante tiun respekton la redaktistoj mem en siaj artikoloj, kaj poste 

ĝin ĉiam rekomendante al la spontaneaj aŭ serĉataj kunlaborantoj. Ni devas esti libervole 

kaj plenkonscie regeblaj, ne anarĥiemaj, en nia lingva afero. Nu, ĉu ni ne estas tiaj en 

la naturaj lingvoj kaj, ĉu ni ne akceptas iliajn uzoleĝojn, kvankam ili ofte estas tute 

nelogikaj ? Pro kio ni obeas tiel volonte ilin ? Kompreneble, ĉar, se ne, ni ne sukcesus 

esti komprenataj de la aliaj. Do, se ni respektas servute tiun ĉi arbitron kaj tiranan 

disciplinon, kial ni montriĝas ofte tiel sendependaj kaj eĉ kontraŭaj al nia Akademio, 
kiu tamen havas la plej grandajn garantiojn pri saĝa kaj justa agado?

Multe oni parolas okaze de ĉi tiu afero pri lingva evoluo. Nu, evoluo jes; neniu 

estas kontraŭa al ĝi; sed kontrolata evoluo por vere perfektigi kaj alĝustigi nian parolilon 

al la novaj esprimbezonoj de &u epoko; ne evoluo konsistanta ŝanĝi vortojn nur por 

plezuro ŝanĝi, kaprica evoluo, kiu devigas nin konstante kaj neutile lerni, evoluo tute 

sama ja al kostuma modo; tiu ĉi evoluaĉo devas nepre kaj urĝe malaperi; ĝi malutilas 

nian lingvon kaj igas ĝin malŝatinda infanaĵo. Bedaŭrinde la nuna evoluo pli multe 

similas malsaĝa kaj freneza vortdancado, ol pripensita kaj plenkonscia perfektigado.

Oni ofte respondas al ĉio ĉi dirante, ke la Esperanto-Akademio efikas malmulte, ke 

gi laboras malrapide. Nu, se vere okazas tio kaj estas taŭga rimedo por korekti ĉi tiujn 

malperfektaĵojn, oni devas proponi ilin por ilia apliko kaj, se ne ekzistas tiaj mankoj aŭ 

ne estas rimedoj por ili, oni devas respekti kaj akcepti ĝiajn decidojn; ĉi tiu estas la 

rekta kaj Saga vojo, &o alia nur kaŭzas grevan, eble neripareblan malbonon al nia lingva 
afero, kiu multe, multege bezonas esti ŝatata kaj respektata de la mondo por atingi iam 

la finan venkon kaj ni ne forgesu, ke memvola disciplino estas la plej taŭga rimedo por 
tio.

Oni eble suspektos legante ĉi tiun artikolon, ke ĝia aŭtoro estas Akademia aŭ almenaŭ 
lingvokom让ata kandidato; ne, tute ne; la nura penso, kiu instigis min al ĝia verko, estas 
la firma konvinko pri tio, ke nia parolilo nepre bezonos regantan cerbon, ne nur same» 
kiel ĉiuj civilizitaj, naturaj lingvoj, sed eĉ multege pli multe, ĉar ĝi, kiel mi jam diris” 

estis, estas k?j estos artefar辻afo kaj ne povus nek utilus, ke ĝi fariĝu alie. (Fino)

[Rim de V Redakcio] Tiu ĉi manuskripto estis send让a antaŭ kelkaj monatoj de 
S-ro de Salas pere de S-ro M. Jamada en Isahaja, Nagasaki-ken.
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DEVI ĉ POVI
VIII Elm. Verboj] (7) devi， daŭrigata K. Ossaka

4. Neneceso
En Ia antaŭiranta paragrafo: ”3 Mai- 

permeso " ni jam klarigis, ke la dua analizo 
de か ne devi 笃 nekutima nacilingve, donas 
la signifon de „ Nenecesou kaj la formo 
rajtas tamen pro sia logikeco esti uzata 
en Esperanto. •

Cetere Neneceso aŭ Nebezono estas 
esprimebla per du formoj:

a) Neneceso (=esti permesate ne fari): 
povi ne fari ion.しなくてすむ

b) Nebezono (—esti ne bezonate fari): 
ne bezoni fari ionする要なし

Por la dua senco, b), estas uzebla ankaŭ 
f, ne deviu (=Ne estas necese fari ion). 
Tio ĉi estas neado de „ devi" de Neceso 
fari ion).

Ni devas pri nenio timi
=Estas nenecese, ke ni timu pri io.
=Ni timu pri nenio (agu do kurage!) 
何も心配すべきでない=心BEすることは 

ないのだ(心SCするな，勇敢にやれ)。

Kp\ Ni povas pri nenio timi
=Ni povas esti trankvila, ĉar ni estas 
tute ekster danĝero.
何も心配しなくてもよい,心配するには 

及ばない(たいした事はないのだから 

安心してゐられるん

Rim.1): Tiu ĉi uzo okazas iafoje ĉe la 
foresto de nea vorto, kiam ĉeestas tamen 
vorto aludanta neadon, ekz. „ nur "•

Al liaj demandoj vi devas nur respondi 
=Vi bezonas fari nenion alian ol 
respondi.
彼の問ひに返事さへしてゐればよいのだ 

(他の爭はするに及ばぬ)。

Vi devas nur iri al la fonto ĉerpi 
akvon (F)=Vi ne bezonas fari alion. 
水汲みに行きさへすればいのだよ〇

Kial ni devas timi ?=Certe ni ne devas 
(=ne bezonas) timi.
心配することがあるかい(ない)。

Rim. 2): Kun M ne devi " de Neneceso 
estas uzataj ordinare Verboj de senvolo, 
dum kun tiu de Malpermeso (vd : 3) verboj 
Volaj aŭ verboj kvazaŭ volaj, t. e. verboj de 
senvolo uzataj en senco de volo.

EKZERCOJ IV.

1. Mi certigas vin, ke kun mi vi devas
nenion (GD 15)
大丈夫私となら何も心配することはない。

2. Vi ankaŭ ne devas lin timi, penu 
nur, ke vi ricevu bonan ateston pri kon
duto. (FI 11)

こわがる寥はない(こわがってはならぬ1よ 

い行狀黏を戏ふやうにすればよいのだ。

3. Li estis kvankam konvinkita, ke li 
pro si ne devas timi, tamen li preferis 
antaŭe sendi alian personon.
何も自信がないことはない(自分を心SEす 

ることはないと確信してた)のだが先づ他の 

人を派遗した方がよいと思った。(FK)
4. Ni ne devas miri, ke tia sistemo ne 

povis trovi amikojn. (FK 261)
此の樣な方式力:賛成:者を得るに至らなかっ 

たのは怪しむに足らぬ(怪むべからずつ。

〔註〕3 Malpermeso と 4 Neneceso とは 

五十步引步のちがひ(殊に前者がkvazaŭvola 
の動詞を伴ふとき)： ’

Estas necese, ke vi ne miru=Penu ne 
miri.驚いてはいけない，驚かぬ樣にせい, 

驚くべからずC3 a)〇

Ne estas necese, ke vi miru.
驚くに足らず,驚くべからず〇 .

5. Kaj krom tio ne pri li ŝi devas plej, 
multe zorgi. (GD 28)

それに彼をはヾかることはいらんのだ。:
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〔註〕玆にzorgiは『面倒をみる，心配し 

てやる』(klopodi por ies bono)と云ふ 

verbo de voloの意でなく，『はヾかる,心Iこ 
カゝける』(senti sin maltrankvila)なる verbo 
de senvoloの意に用ひた場合〇

6. Mi ne tremas. Kial mi devus 
tremi ? (Rt 21)

ふるへては居らん,何もふるへることはな 

いぢゃないか ( = mi ne bezonas tremi).

APLIKOJ IV

】・ 外國語で物が云へなくたとて恥とする 

' に足らぬ。

•2.彼みたいな犬才が成功したとて驚くに 

は當らない。

3御助力いたします故御心配御無用。

〔以上の譯〕

1. Ss vi ne povas vin esprimi en fremda
lingvo, vi ne devas (=ne bezonas) honti 
pri tio. •

2. Ke li, homo de genio, sukcesis, oni 
ne devas miri.

3. Mi helpos al vi. Vi do ne devas esti 
maltrankvila (=vi povas esti trankvila).

5・ Certeco.
Kiam „ devi" estas uzata kun verboj 

de senvolo, gi ricevas sian duan signifon 
de Certeco (一 Estas certe, ke...)

Deviが無意志動詞と用ひられ、ばその第 

二義Certeco:『(當然,必然何:であるべきで 

次る=(何々で:きらねばな味ぬ,相違ない, 

嫌，定めし,的:度(何々)だらう』。

Li devas esti freneza.
=Estas certe, ke li estas freneza.
彼は氣狂に相違ない(傩かだ人

Rim.1):„Certeco ne esti<4 (何々であ 

る筈はない)€stns esprimata per la dua 
signifo de „ ne povi "•

Li ne povas esti freneza.
=Estas certe, ke 】i ne estas freneza. 
彼は氣北である筈はない(確かだ)。

Rim. 2): La dua signifo „ Certeco" 
estas devenigebla ankaŭ rekte el la unua 

signifo "Neceso", kiam verbo de senovlo 
estas uzata.

Iru, vi devas morti de honto. (GD 48) 
=Estas necese, ke vi vin trenu (verbo 

vola) al la morto. Cl bĵ 
貴樣みたいな奴は正に恥死すべしだ。

Se li ne laborados ankoraŭ nun, li devas 
morti de malsato.
=estas certe, ke li mortos (verbo 

senvola) de malsato. Q 5 ĵ
働かんで居ると餓死するに相連ない。

Rim. 3): Kondicionala ,, devus a kun 
senvola verbo montras Certecon supozatan 
kun certa grado de dubo.

La sciigo devus esti falsa.
ほんとかとも思はれぬこともないがどうも 

その知らせはうそだらう。

EKZERCOJ V

1. Kiel ravita vi devas esti!
定めし滿悅ぢやらう。(GD33)
匕 しi devis koleri, ĉar li neniam skribas 

al mi post de tiam. (FK 143).
共の後于紙を央れぬのを見るときっと怒っ 

ていらっしゃるのでせう〇

3. Se ĝi ne fariĝos nun, ĝi devas jam 
iam fariĝi en estonteco. (H 166)
今そうならねば將來必ずやさうなる。

〔註〕Deviは其の意味上將來に起るべき 

動作が必ずや然るべきことを今斷定して云ふ 

のであるから,後績動詞の動作は今起ってゐ 

るのでなくともdevasは現在時形にする。上 

例などen estontecoが在っても『さうなる 

に相違ない』と今斷定する意故devas,然し 

未來に於てさうせねばならなくなると豫想を 

示す場合には勿;淪未來時devosを用ひる：

Estas vero, ke tian laboradon vi devos 
fari; sed ĝi devas esti nur negrava parto 
de viaj laboroj. (OV 354)
實際その樣な仕事を諸君は(その時になっ 

たらせねばならぬ)ことになるであらう 

(devos);然しそれは諸神の仕事の一小部分に 

過ぎぬものである筈である(今斷定:devas)〇
4. Oni ordonis al ŝi atendi, ne difinante 



eĉ la tempon de atendado, atendi ion, kio 
en ĉiu okazo devos esti tre malgranda.

時も定めず待てと云ふ，どっちみちさうた 

いした物でもない物を待てと云ふ。(M 45)
〇. La afero pli aŭ malpli frue devas 

efektiviĝi kaj nepre efektiviĝos, kiom ajn 
la inerciuloj batalus kontraŭ ĝi.

この事菜は必ずや甲晚實現すべきものであ 

り又舊悄にとらはれた人がいくら反對したと 

ても必ずや實現するc (FK 313)
C. La regidino kuŝis sur la lito de 

morto, kaj kura&stoj sciigis, ke ŝi devas 
morti = ke ŝi sendube mortos ...

王女は臨終の床に臥して居り,醫師はとて 

も助からないと吿げた。(Fili 24)
7. Mi devas fariĝi fajroruĝa de honto, 

kiam mi pensas pri Karolo. (Rt 31)
カロ、のことを思へば妾は恥ちて正に顏を 

就むべき筈。

8. Kiam ili estis jam dancintaj sufiĉe 
longe, la regidino devis pensi pri la reiro 
hejmen, ĉar alie oni povus rimarki en la 
palaco, ke ŝi forestas. (FI 48) = certe 
pensis …

彼等がもう可成長くダンスしてから,王女 

•はきっと御歸還をお考へになった筈(なった 

に相違ない〉，何しろ御歸りにならぬと(alie) 
宮殿で王女樣が居られぬことに氣がつくかも 

知れないからである。

9. La mallaŭdo de tia persono devas 
esti por vi pli grava, ol la aplaŭdado de 
tuta teatro da aliaj personoj・(H SI)

ての樣な人の非難は他の(卑俗な)滿場の人 
々お喝采よりもっと大切であるべき筈。

10. Tiu tago devis esti por ŝi komenco 
de nekonata estonteco. (M 14)=certe estis.・・

此の日は彼女にとってたしかに未知の未來 

の始まりと云ふべきものであった。

11. Kaj tial tiuj ĉi lastaj argumentoj 
devis ŝajni al tiuj inerciaj homoj tiel same 
infanaj, kiel al ni nun ŝajnas iliaj tiamaj 
kontraŭparoloj. (FK 271)
此の最後の,讓谕はそれ等邕套な人々には 

定めし了・供じみたものと思はれたらう，それ 

は丁度今吾々に彼尊の其當持の反對論が子供 

じみてみえるのと同樣である。

12. Ss la mondo estus farso, ĝi devis 
esti farso tre malfacila・(BV 14)
世のH iが茶番だと云ふのなら定めし骨の折 

れる茶番ぢやらう〇

13. Vi devus nun esti la plej feliĉa 
el &uj viroj・(GD 33)

お前は今男と云ふ男のH1で定めし一番倖者 

であると云へやう。

14. La proponinto ne longe atendis kaj 
provis fari mem lingvan miksaĵon, kiu laŭ 
lia opinio devus pli plaĉi al la nordaj 
popoloj. (LR 75)
提議した人はろくに待たずに自分で言語の 

合混物を造ることを試みたのであったが,是 

は御本人の考では屹度北歐人に氣に入る筈で 

あるとの爭であった。

15・ しa pordoj devus esti rustaj・
此の戶は多分錢付いてんだらう〇 (BV14>
16. La leĝo faris limakan iron el tio, 

kio devis fariĝi flugo de aglo. (Rt 17)
當然荒鷲の(如き不朗の)飛翔となるべきも 

のをも法規(の械1は之を(無力な:蝸牛の步み 

に化してしまふのだ。(註)fari ion el io何 

より何を造り出す。

17. La vivo devus esti la plej streĉa 
batalo. (BV 14)

人世は云はヾ最も緊張した戰と云ふべき 

か。

18・ しa senlima indulgo devus bankroti,, 
se ĝi volus pardoni ĉiujn miajn kulpojn.

おれの罪業を悉くゆるしてやらうなどとし 

たら無限の慈悲だっても廡破產してしまふこ 

とだらう。(Rt 94)
19. Kaj kvazaŭ unu frunto de malĝojo 

de tuta regno devus nun sulkiĝi. (H 9)
今や全國を擧って一つに悲しみの眉をひそ 

めることであらう(に相違あるまひ;)。

2〇, Prezentu al vi kiel tiuj arboj devis 
brili en la suna lumo! (FII 89)

その樹々が日光に輝くとなればどんなに塚 

くかそのc美しい〕樣を想像して御覽。

21.Kio vivas, necese devas iani
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morti. (H 12)
生くるものは必ずやいつかは死ぬべきもの

(死ぬにきまってゐる)。

APLIKOJ V

]・御成功で御父樣は嚥御喜びでせう〇

2. そんなやさしい試驗に落第したと云ふな

ら屹度怠け者なのだらう。

3. 君も屹:度來る事になると思ってた。

4. 君も來ることになってゐるのだと思って

ゐたのに御出がなくて殘念でした。

5. 翳師は僕だけに彼はどうしても二三F1中
にいけなくなると申しました。

6・嚥甸疲れでせう。

7・失戀したので定めし落膽したことだら 

う〇

&それでは彼がさう云ったに違ひない,尤

も僕は覺えては居ないが。

9.若い時には屹度美人であったらう。

10. 君の御助力がなくば屹度失敗だった。

11. 此の問題を解くことなら彼等に出來る筈

だ(devi povi)〇

12. 僕も見たかった,定めし壯觀であったこ 

とだらう。

13. 彼は寄附をすると云ってたがどうせたい 

したものではあるまい。

14. 彼は賞を貰ったがきっと得意がって居る 

ことだらう。

15. 彼も出席してゐたと云ふのならその爭は 

知ってる筈だ。

16. そんな事がやれるのはわ・萬長者でなけれ 

ば出來ぬことだ。

17. それは多分何かの間違ひだらう〇

18. そんな處にうろついてゐたと云ふのなら 

てっきり敵の廻し者だらう。

19-兩親は廡ひとり息子のことを心配してゐ 

ることだらう。

2〇.美しき奧樣を御迎へ遊ばし定めし御喜び 

の事と存候。

RERIGARDO

DEVI

I-a
[Neceso kaj 

Devigiteco
2 Insisto

Volaj

11-a 5 Certeco Sen voi.

NE DEVI

I-a 3 Malpermeso Volaj

11-a 4 Neneceso Senvol.

〔前號 Aplikoj II! 譯〕

1. Vi ne devas forgesi lian favoron.
2. Vi ne devis kredi tian nefidindan 

personon.
3. Li ne devas tiel elspezi ĉiom, kiom 

li akiras (aŭ havas)・
4. Vi ne devis kaŝi tion antaŭ viaj 

gepatroj.
〇, Ĉar hodiaŭ estas tre malvarme, vi 

ne devas iri naĝi.
6・ しi ne dev's ignori tian gravan aferon.
7・ Tiun ĉi fcjon li ne devas min trompi.
& Mi ne devis forlasi la hejmon!
9. Vi ne devas ekkoleri ĉe tiel malgranda 

bagatelo.
10. Vi mem estas pli granda mensog

anto. Vi do ne devas lin riproĉi.
11. Se efektive tion li diris, ni ne devas

■

lin indulgi.
12. Certe (aii Efektive) oni devus par

doni lin (li devus esti nepardonebla), sed 
por tiu ĉi fojo mi lin indulgos.

13. Ni ne devas lasi lin foriri nerekom
pencita por lia laboro・

14. La afero estas urĝa kaj ni ne devas 
ĝin prokrasti.

15. Vi povas trinki iom, sed vi ne devas 
trinki tro multe.

16. Vi faris, kion vi ne devus.
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„ Basic English u に就いて
(5 ) 石 黑 修

結語

Easie English私見 耍するにBasicの 

强みは英語を基礎として居るところにあり. 

同時にその弱みも亦これにある。更に言葉を 

かへて説明すると,Basicは英話を肤礎として 

居るので英語學習の基礎になりこれを若し途 

中でやめても英語を習ふ人には五十步百步で 

あるが,Esperantoでは中途では無駄になる 

し，使用者を將來に待たねばならぬ（“Basicリ 

諭者の言葉を借りて云ふ），然しEasieが英 

語であることは英語祟拜者の支持にまさる反 

對がき國懿擁護論者乃至は理論的國際語踰者 

にあるe筆者の見るところではこれはむしろ 

英語自显の用語■制限ーー我國に於ける漢字制 

限みたいなもの——である。從ってこれを國 

際語にといふ樣なこ'とは□標が間違って居る 

のではないかと思ふ。勿論これを英語學習の 

方便とカ纺英語普及の手段として利用するの 

は勝手であるが。

次に若し國際語にするなら,何故もっと人 

工的なものにしなカ、ったかと思ふ。一體何處 

の或語でも所謂標準語（まその阈語の方言に比 

べて人工的なものである。又別な言ひ方をす 

るならば髙度の文化を持つ國の國語はより多 

く人工的である。そして國際語はある意味に 

於いて世界の標準語であり,文化の所產であ 

ることに於いて最も人工的要素を多く持つべ 

きである。それをBasicは英語の不規WJを 

そのまゝ採用し，たじ人工的なある極の表現 

法と謔彙の採擇を試みただけで英語の今日に 

於ける普及をかりて國際語たるをねらふのは 

その出發點が誤って居る樣にも思はれる。

一方看板のための看板で基礎性の確立しな 

い850語を標榜するよりは文字通りのEasie 
Englishとして向ふところにその生れた意義 

があり,將來があるのではないかと考へる。

基礎Esperanto語 日本人に對しては工 

スペラントが英,佛,獨の外國語を學ぶと殆 

んど同程度難かしさを感じさせるといふ千葉 

東京外語敎授の言集（註りは岡田明大敎授が 

EsperantoのKey （鍵）にある二千語ではこ 

の樣な文は書けないが,Basicなら書ける等 

といって居られる（注耳のと共にEsp.語に 

對する認識不足であると思ふ。岡田敎按は 

radio, aŭtomobiloの樣な語のある文例をひ 

き,Basic譯にはこれをイタリックにして國 

際認策として居られるが,Esp.ではこれ等が 

Keyにないからといって使へない譯は勿論な 

いし,使ったために相手に判らぬといふこと 

もない。たヾ2000語もあって尙といふのが 

その得意なところらしいカゝこの中には勿論 

國際語彙としてBasicの樣に特殊扱ひ出來 

れば省いてもよいし，Basic式の表現をすれ 

ばなしですむ語が澤山ある。又そのよい例は 

A. Grabowski力1888年プーシキンの小說 

「吹雪」を木の名の二語を除いて所謂"Unua 
Libro Mの萬國辭典にある927語で譯して居 

る醴3）ことでも判る。

筆者自身も嘗って''エスペラントの單語力 

ード"をまとめた時，語の重要性と瀕發性を 

色々なものによって調べてみた。これにはあ 

る程度の國際需彙も加へて1200餘であった。 

——これとは多少範閑對・照も異るが最近出し 

た“エス和新酢典',には公用語中のより爲 

•要と思はれるものを公用語の肩に〇をつけた 

のに對して・をつけてみた。 本年6月 

に出した「エスペラントの基礎」に（まFunda・ 
mento de Esperanto の Ekzercaro 中に出 

て居る語の回數を調べてみた。冠詞】aの442 
を筆頭に,miの2S9, esfiの274等並べて 

見ると仲々興味がある。これも勿論一册では 

ある參考にしかならないが,先股F. Stancliff 
の發表した Pri vat の"Historio de Espe
ranto MやBaghyの"Hura!"に於ける助 

辭の便用回數^4）導を更に一般語彙に及ぼ 

してみたら所謂'该礎Esp.語”の詰彙を 

撰定することも出來,これによって平易な 

Esp.をより平易にし，學習者はこれを記憶 

することによって日常的な發表による相片理 

解といふ國際語の第一義的目的をより客易に
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達成することが出來やう。

〔附記〕國際語硏究者でMedialの創成者 

Weisbart等はその話の1000語を撰定し,こ 

れをその瀕發イ生,重要性によって順を示して 

居る。血の又近くは土居東北帝大敎授は「基 

礎日本語」從のを製表して居るが，これ等 

もBasicと共にある示唆を與へる硏究資料と 

いへよう。

註1)千葉勉:第二回國際言語學會報吿, 

1933, p. 6
註2)岡田實曆:力ールとアンナ映畫物 

語，1933序文。

註 3) Puŝkin (Grabowski): La Neĝa 
Blovado, 1888,序文 〇

註 4) 〇仕eco de vortoj, en " Esperanto,n 
1932, p.169.

Stancliff : Lingvaj Studoj, en " Espe
ranto,n 1933, fi. 32・

註 5) Weisbart: Ilustrat Abecedarie de 
lingue Medial Europan,1925, pp. 51- 
75

註6) 土居光知:基礎日本語，1933.
,,:國語の純化と基本語，

1933 (國語科舉講座)

參考書目

創案者Ogdenのものの他は著(譯)者名 

を附す。

リ Basic English,193")(1932)文法解說 

書〇

The ABC of Basic, 1932 Basic の運 

用をBasicで書いた平明な文法書。C- 
册だけ讀んでみる人にはこの本がよい;)。

3) The Basic Words, 1932 850 語とそ 

れの組合で出る單語をあげ,用例を示す。 

所謂餅典で8ろ。語には萬愧發音記號をっ 

け,佛獨の譯語がつけてある。

4〕The Basic Dictconary,1932 7500 の 

普通の重要英語單語をBasicで示したも 

の。

■5) The Basic Vocabulary,193! 託彙の 

說明と應用統計的分析をしたもの。

6) Debabilization, 193! 阈際語として 

Basicの價値を述べたもの。Esp・を爼 

上にして居る。

7) Brighter Basic, 1931諧謔に富んだ 

讀物。

8) Lockhart: The Basic Traveller,
1931會話，物語，商用文,新聞記事等。

9) International Talks, 1932 國際關係 

の評論の對譯。

10) Basic by Examples, 1933 850 語を 

使った短文をabc順にあげ用例を示し 

たもの。

11) Lockhart: Carl and Anna 映畫物語〇

12) E. A. Poe (Rossiter); the Gold Insect, 
1932ポウの「黄金虫」。

13) Basic English Applied: Science, 1931 
科學方面への適用を示したもの。

日本語のものとして ・

14) 岡倉由三郞:アングリックとベイス 

イック，1933英語英文學講座のー篇。

15) 岡田實虜:ハ五〇基礎英語の應用, 

1932 (改題,ベイシック英語とは何か)

16)岡田實曆:カールとアンナ映我物語。

その他日本でも色々の出版計畫がある樣で 

あるし,京都から昨年〔〇月から雜誌“ The 
Basic English Monthly ” が出て居る〇

〔附記〕簡單ではある力:以上Easieの大略 

を紹介し，ところどころこれが批評も加へた 

けれども,所謂常識としての程度を出て居な 

いから更に詳しくは上記參考書Rによって硏 

穽して頂きたい。C筆落が更に詳細にこれを 

取扱ったものも單行本として出ることになら 

う人

ついで乍ら國際語(問題主として理論)に 

一般興味を持つ人には上記參考書〇  一覗)と 

同じ“Pskche"叢井で出て居る下記の書の 

一讚をおすゝめしたい。

Lockhart: Word Economy, a Study in 
Applied Linguistics, 1931.

Ogden: Opposition, A Linguistic and 
Psychological Analysis, 1932.

Silenton, Sapir, & Jespersen: Interna
tional Comunication, a Symposium on 
the Language Problem, 1931.

（完）
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時事文譯 し方の研究

學藝

皇軍北平に迫る

古北口を發した我軍の猛進H覺ましきもの 

があり新開嶺の敵主力隊は旣に壊滅、今や算 

を亂してゴヒ平街道を密雲に潰走しつ、あり、 

同地は北平を隔たる僅力;に二十-里・一部は旣 

にゴ匕平に遁入した。

Japanoj proksimiĝis al Peiping・

12. 5. — Pro la rapida antaŭeniro de la 
japana armeo ekmarŝinta de Kupeikuo, 
ĉefa parto de la ĉina armeo, kiu estas 
pelita el Hsinkailing, nun fuĝas en granda 
malordo laŭ la landvojo al Miyŭn, ĉ. SO 
kilometrojn de Peiping. Parto de ili jam 
eniris la ĉefurbon.

〔註〕支那の固有名詞は支那語辭典を見て 

書いておけば好い、エス譯は必ずしも原文に 

忠實でない。

北滿鐵道は滿洲國で買收

滿洲國玫府は露國政府より正式に北赢鐵道 

讓渡提議あらば之を買收する用意ある旨傳へ 

られてゐるがそれに關しては滿洲國の正式承 

認及び國境問題の解決停を條件とするものの 

如くである。

Hsinking aĉetos N. M. F.
16. 5. 一 Estas raportate, ke la Manĉukuo- 

registaro havas la intencon aĉeti de 
Sovetio la Nordmanĉurian Fervojon, se 
Sovetio faros formalan proponon al Man- 
Ĉukuo pri la dispono de la fervojo・

Manĉukuo, tamen, konsentos aĉeti la 
fervojon, kondiĉe ke Sovetio formale rekonu 
Manĉukuon kaj fiksu la landliman pro
blemon.

註 Hsinking新京、滿洲國政府。

藏相栽契説を否定

高橋藏相は二十H記者團との角見に於て鈴

央戶 圭一

木政友會總裁との辭任期Hに關する口約說を 

强く否定し倒閣の傀儡になることは斷じて御 

兔蒙ると述べたが之は政界に次波亂を起す結 

果となった。

Takahasi neis silentan inter
konsenton.

2〇- 〇. — Financministro Takahasi ĵetis 
ŝtonon, kiu kaŭzis grandajn ondojn en la 
politika lago sabate. Li forte neis, ĉe la 
intervjuo al la ĵurnalistoj, la ekziston de 
iu ajn “ buŝa promesoM al prezidanto 
Suzuki de Ssiyŭkwai koncerne la daton de 
lia rezigno, konkludante, ke li malŝatas 
esti utiligata kiel ilo por kaŭzi la kabinetan 
falon.

〔註〕kabineta falo內閣瓦解。

京大問題最後の決定

京大瀧川敎授休職に關し齋藤首相を會長と 

する文官分限委員會は卄五n午後三時から首 

相官邸で開催、不適當なる思想を冇する故を 

以って同敎援を休職に附すべしとする文部省 

案を可决した。

會談は先づ齋藤首相より文部省捉出案を附 

議、:時間にわたる饯疑應答の後原案を可決. 

午後五時散會した。

尙本案は卄ん日の閣議で正式に決定の上直 

ちに發令の運びとなったヽ然し大學當局並び 

に學生等の態度には益々强硬なるものがあり 

今後事態は愈々紛糾するものと見られてゐ 

る〇

Fina decido al la Universitata 
Problemo.

26. 5. — La komitato de la ŝtatoficista 
disciplino, kun ministroprezidanto Saitd 
kiel ĉefo, kunvenis en la oficiala domo de 
ĉefministro je 3. ptm. ĵaŭde kaj subtenis 
la decidon de la Eduka Ministerio, ke oni
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ĉesigu prof・ Yukitatu Takigawa de la Jura 
Fakultato de la Imperia Universitato de 
Kydto pro la kaŭzo, ke li tenas nekonvenan 
teorion.

Ĉefministro Salto klarigas la decidon 
faritan de la Eduka Ministerio kaj submetis 
la aferon al la komitato. Post duhora 
konsiliĝo, la decido estis aprobata kaj la 
kunveno finiĝis je 5. ptm.

Fina formala decido estos farata en la 
kabineta kunsido hodiaŭ kaj estos anoncata 
samtempe. Oni antaŭvidas, tamen, ke la 
malfacilaĵo montros plian komplikaĵon, 
konsiderante Ia necedeman sintenadon de 
la profesoroj kaj studentoj de la Univer
sitato.

〔註〕estis aprobata 可決された、estis 
-ataの問題に關し筆者自身考察の結果は他日 

稿を新めて發表し得る機會があらうと思ふ。

ロシア石油のダンピング

ソヴィエットのお油ダンピングは平津地方 

にも波及し、五月十五日一罐五元四十錢のも 

のは六月五日現在四元十五錢に低落した\右 

一罐は咋年末は九元二・| •錢だったものであ 

る。スタンダートゝテキサス・アジア三石油 

會j社はこれがため旣にソヴィエット側に妥協 

を申込むに到った。

Dumpado de Rusa Petrolo.

5・ 6. — La dumpado de soveta petrolo 
etendiĝis al la Peiping- kaj Tientsin-dis- 
triktoj kaj hodiaŭ la prezo malaltiĝis ĝis 
4 yiian kaj 15 chien po ladkesto, kiu estis 
vendata por 5 yŭan kaj 40 chien je 1.5・ 
kaj J1 yiian kaj 50 chien en la fino de la 
lasta jaro.

Pro tiu ĉi malkareco, la Standard-, la 
Texas- kaj la Azia Petrol-kompanioj estas 
reduktitaj proponi komercan kompromison 
al la soveta fianko.

〔註〕ダンピングにはdumpingoなる形 

も用ゐられてゐるがHeroldoはdumpiな 

る動詞を採用すべきだと稱へた.依ってこゝ 

にdumpadoを試驗的に使用して見た\ 

petrolo 石油、英獨 Petroleum、佛 patrole, 
露波斯naft,英語のnaphthaやpetrol（佛 

essence）（よ benzino aŭ gasolino である、尙 

葫撰エス利、カナ付きエス和にはgasoleno*  
とあるも有檢化學命名法に依ると-inoでな 

ければならぬ故、幸ひ公用語でもないから 

gasolenoを廢語としgasolinoなる新語を採 

用されんことを提案する、Zamenhofは初期 

時代・inoに終る語が女性と誤ることを避け 

てか多く -enoに變更したヵ例へばbulteno, 
magazeno, palankeno, ktp. その他 Rim
vortaro で御探し下きい）。redukti P. V.の 

說明を見よ。

マターン槻不時着す

「世紀の進步」號を腿ってポスト・ゲッチー 

兩氏の記織を破るべく耳獨世界早廻り飛行の 

壯擧に就いた米國飛行家ジェームス•マタ- 

ン 氏は ノゲ オシビリスクを隔たる六百キ ロの 

プロコピエフスクに不時着したC急報に接し 

ノヴォシビリスクからソヴィエット政府の飛 

行機が機關士と修理用具を載せて同地へ急行 

した。

q Mattern surteriĝis.

8. G. 一 しa usona aviadisto James J. 
Mattern, sur la unuopa flugado ĉirkaŭ la 
tergloto en aeroplano 4< Jarcento de Pro
greso ‘‘ por rompi la rekordon starigitan 
de Post kaj Gatty, estis devigata surteriĝ1 
en Prokopievsk, 600 kilometrojn de Novo 
Sibirsk.

Soveta aeroplano, portanta maŝiniston 
kaj riparilojn, startis de Novo Sibirsk al 
Prokcpievsk por helpi la usonan flugiston・

〔註〕世紀はjarcento, centjaroは不可。

〔御斷りĴ前月號本欄の經濟記事のうちク 

ロス・レートは誤りでした〇 New York- 
London-kurzoと訂正致します。氣が付いた時 

は校了後だったので何とも仕方がなかったの 

ですが、唯恐縮致しております。C尖戶圭一〉

*）〔編輯老註〕gasolenoはBoirac辭 

典（嘗ての標準辭典とされた）による。最近 

Wŭster, Bennemann 等は gazolino （新撰 

辭典補遺に採用）を用ふ。今後の大勢はgazo
lino ならん〇



1S4

疑 應 答

Lingvaj Respondoj K. Ossaka

★ザメ ンホフ讀本 p. 4 "Nu, vi ja nenion 
diras!'' rimarkis unu el la tekstantoj の 

rimarkiは『氣が付いた』だけの意だけか, 

英語のto remarkの如く『云ふ』意味もあ 

る力、。(仙臺S生?

〔答〕Rimarkiは『あることが口について 

それに氣がつく,口にとめる』が原意である 

力:『目につき,氣力1ついたことを口に出す』 

ことをも含み彳导る。卽ち單に『云ふ』diriと 

はちがふ。然し理屈的に云へばそのやうな時 

には『その人をしてなる程とその事に氣付か 

しむるために云ふ』のであるから:rimarkigi.
—Certe tiam, kiam la afero koncernas 

donadon de lecionoj al remarkigis
Marta. (M 35).

『勿論それは男の子に敎へる場合のことな 

のでせう』とマルタは云った。(相手に注意を 

さすために云った,反問した)。

★日本文をエス譯する際に助辭「の,で,を 

……」などは常に一定の前置詞のみを用ひる 

ことは出來ますまい。然らば夫等の各々のあ 

らゆる場合につき廣く多數例により詳しく說 

明を乞ふ。又は是に適當な書物あらば書名御 

敎へ乞ふ。〔西宮市石川氏;)

〔答〕是はEsp.の硏究ではなく,日本語 

のテニヲハの硏究で書いたら數百,或は千頁 

の本になる。恐らくは博士論文たる價値があ 

らう。未だ此の如き日木語の硏究書はあるま 

い。一體日本語から他の語に譯するには常に 

云ふ如く『日木語の言卸末にとらはるゝ 

な』,謂んや『テニヲハ』の如きは眼中に置か 

ず,その日本語の股の意を眞のEsp.文體で 

表現する樣にせよ。例へば

a) 私は彼生本をやった。

b) 私は彼三本を貰った。

の『に』はa)『f彼』であり，b)は『■彼』 

で同じ『に』でも全く正反對の意である。依 

て『に』などは眼中に置かず 十 はal,一。 

はdeであることより

a) Mi donis al li libron.
b) Mi ricevis de li libron.
此の如く日本語は全く理屈や公式では推し 

てゆけぬ。常に意を汲んで譯せ。例:

『私は巫るものも取りあへず叔父の處へ馳 

けつけた』。

『取るものも取りあへず』は結局『出來る 

だけ急いで』.『馳けつける』は語の誇張で恐 

らくはほんとに驅けつ¢けたのではないであ 

らうからiriだけでよい。

Mi iris al la onklo tiel rapide,(又 Mi 
rapidis al la onklo), kiel mi nur povis.

『此の柱私が買ったのです』

此の『は……が……』は日木語の『受身』。 

Tiu ĉi libro estas aĉetita de mi.
平素Esp.文を袒むときには眞の日本語に 

譯し比べ兩語間の「緣結び』をし・て置くのが 

Esp,熟達の一秘訣、此の點より所謂『直譯は 

非常に有害，常に避けよ』。

『繚吉び』的句の例二三:

暫くの問一座は口け渡った。

Dum minutoj regis inter ni peza sitento. 
彼は大あくびをした。

Li oscedis larĝe.
無間へ御通しF|Hせc

Petu lin en la salonon.
あの人の發音は耳ざわだ。

Lia elparolo tranĉas al ni la orelon・
中へ入るとその像はすぐ切につく 〇 •

Ĉe la eniro la statuo tuj enfalas en la 
okulon ・

あの人は軍人仝後家さんです。

Ŝi estas vidvino post oficiro.
彼は口のほとわに微笑を浮べた。

Sur liaj lipoj ekludis rideto.
Trans lian buŝon glitis rideto.
恥しくて耳の根までそめた。

Pro la honto ŝi ruĝiĝis ĝis la oreloj.
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混成時の用法をめぐる論戰
estis〜辻江カゝestis〜ata? （ 2 ）

1.Estis〜ata說のTeo Jung氏の主張

事のおこŬから述べるとT. Jung氏が 

Lingva Kritiko '誌第二號で或讀者からの 

『“ Lu aŭstra kabineto Buresch demisiis （辭 

職）〇 しa ĝisnuaa kanceliero （首相）Buresch 
estis ree komisiata fo mn novan registaron ゝゝ 
といふHeroldoの記事中のkomisiataは 

komisiitaとすべきではないか』といふ質問に 

對して次の如き解答をした。

『此場合itaを用ひてはよくない。estis〜 

ita は pluskvamperfekto （過去完了:故 autaii- 
pasintecoを示すものだからもしこゝで "tis 
komisiitaとすればkomisiiといふ動作が 

demisiisといふ過去の事柄よりも以丽の出來 

事でなければならぬ事になるがこれは事實上 

不合理千萬である。故にdemisiisとの同時 

性を 示すためestis komisiataとすべきであ 

る〇 komisiiといふ颐作が過去の出來序であ 

る事はestisのisで示してゐるのであって 

その爲めkomisiitaとする必要は逑もない。 

つまりestis komisiataといふ受動形と 

misiisといふ能動形とがanalogaであるわ上 

の文を前後入れかへるとすれば

"La gisnuns aŭstra kanceliero Buresch 
estis ree komisiata formi novan kabineton; 
lia kabineto estis demisiinta v

となる〇 demisiiなる動作はkomisioより 

も以前におこった事故intaを用ひる。云々胡

と。併しこれだけの說明では仲々その眞意 

が摑めないので大分方々から質問やら反對論 

がとびだしてきたとみえて Ungva Kritiko 
第五號では"La „ problemo " ata-ita r,とい 

ふ大見出しで二頁に亘って詳細な意見を發表 

した〇 Teo Jung氏の主張はこれをよめばよ 

く判るが今次にその內容の大要を紹介しする 

ことにする。（抄譯——或所は敷衍した〇?

『エス語の文法は簡單で論理的である〇こ 

れが複雜に見えたリ六ヶ敷くなるのは自然語 

の習慣にとらはれるからだ虛心坦懷!ogikeco 
に從へば何悸の疑義もおこらぬ。

殊にteinpoformoの問題は自然語の慣習か 

らはなれてlogikecoとsimetrioに從って考 

へれば何でもないことであるr今簡單な例を 

とって考へてみよう。

先づ今觀察者の地位になって次の様なこと 

を觀察したものと假定しこれの描寫をするこ 

とにする。觀察が現在行はれたとすれば現在 

時を用ひるべきでおらう。

]. Sinjoro intencas eniri domon・
2. （Sed） la pordo estas fermi/a.
3. La sinjoro sonorigas.
4・ La pordo estas malfĉrma^a.
5・ しa sinjoro eniras.
6. La pordo eatas ree fe rni afa ・
7, （Nun） gi estas ree ffermŭa.
このfffi單な七つのfrazojはどれもこれも 

何等の誤もない事は誰しもノ、ツキリ判ると思 

ふ〇

所で今度はこの出來茅があって擾らかの時 

間が經過した後この事を友人にでも話すこと 

としたらどういふesprimojをとるべきだら 

う。勿論今度は過去の出來誰故過去の形をと 

るべき事は云ふ迄もない茅であらう。そうす 

ると上の七つの文に方〉て ~asを ~isにお 

きかへるだけでよい筈であるc

1/. Sinjoro intencis eniri domon.
汛（Sed） la pordo estis fernTt/a.
:". La sinjoro sonorigis・
4ノ. La pordo estis malfermada.
〇/. La pinjoro eniris.
6'. La pordo estis ree fermata
7'. （Poste） ĝi estis ree fermz/a

となる。もし乂これが未來の出來爭の描寫な 

らこのisの部をosにかへるだけでよい〇

つまり上の例で見る樣にエス語のtempa 
formoは實にlogikeに又simetrieに秩序整 

然とできてゐるのであってこの點自然諸の樣 

に冇る形や無い形があってビッコなのと大分 

ちがふ\（原文は匕ツを1,2とせり）。

所でもし上の例文中の（め とC6）の屮の 

の形を~曲 でおきかへたとしたら（從 

來のやり方は大體そういった行き方だが）（わ 

と（7）の務と仝く同じ事になってしまって兩 

者の意味の區別が不明瞭になってしまふ。こ 

れでは折logicaにつくられたエス語の動 

詞の時制がくずれてしまふ。

（以下少し原文の儘引用）

Kion do esence signifas ata kaj ita ? Ata 
signifas samtempecon （daŭron de la ago） rilate 
al la momento, pri kiu oni parolas （do ion 
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kio okazas en la sama momento, pri kiu oni 
parolas); ita signifas antaŭtcmpecon (finitecon 
de la ago) rilate al la inomento, pri kiu oni 
parolas (do ion, kio okazis pli frue ol en la 
momento, pri kiu oni parolas,—ion, kio jani 
estis finita en la momento, pri kiu oni 
parolas.) Atentu bone " rilate al (aŭ : en) la 
momento, pri kiu (ne : en kiu) oni parolas.

En frazo (的 … „ la pordo estis mal
fermata 'ゝ signifas, ke la pordo estis mab 
fermata (do, la ago estis ankoraŭ daŭranta) 
en la momento, pri kiu parolas la rakon
tanto ;en frazo (2ノ)„ la pordo estis fermita " 
signifas, ke la pordo estis fermita jam pli 
frue ol (do, la ngo jam estis finita) en la 
momento, pri kili parolas la rakontanto, t. e. 
en la momento, kiam la sinjoro intencis eniri 
la domon.

〔このエス文の所の說明〕つまりJung 
氏の云はんとする所はa加は話し手の話 

の基準となってゐる或る一定の時刻との 

samtempecoを示すもので云ひかへれば 

ataはその基準の時刻に於て動作が繼續 

してゐることを示すものでありih!の力 

は話し手の話の基準とする時刻に比して 

antaŭteinj)ecoを示すもので云ひかへれば 

その時刻にその動作が旣に終了してゐる 

ことを示すものであると云ふめである。 

だから上の(4 ノ)において "]a pordo 
estis malfermata n と云ふ爭は話し手が 

話の基準としてゐる時刻に於てその 

pordoがあけられる狀態にあった(la ago 
estis ankoraŭ daŭranta) であり(2Z) の 

a la pordo estis fermita ° と云ふ文は話 

手の話しの基準たる時刻に於てその 

pordoが旣に閉された狀態にあった(ago 
jam estis fluita)ことを示すものである。

こゝでdaŭroと力》finiteco とか云:ふとよ 

く誤解を起しやすいが之は絶對的のdaŭro 
やfinitecoでなく話手の話の怎準たる時刻に 

對して相對的のものである。だからこれらの 

語よりも samtempeco 及び antaŭtempeeo な 

る語を用ひる方がよいと考へる。(絕對的の 

daŭroは接尾字adで示し絕對的のfiniteco 
は準接頭字finで示す)。……』。

Jung氏はこ の次へ Fruictierの文法書の說 

朋を引用したりして自說をsubteniするもの 

と說いてゐる。扱同氏の議論の要點は大體上 

述の如くであるが同氏は猶その說明の最後に 

次の様な例を引用してakiとitaを混同すべ 

からずと力说してゐる。Jung氏日く 〇

[Titaの誤用の例を示すと

S-ro Sch. estis vizitonta la ministron. 
Dumvoje li renkontis sinjoron, kiu venis el 
】3 ministrejo. Li estis akcaptita de Ia mini- 
stro. S-ro Sch. eniris la ministrejon. Ankaŭ 
li estis akceptita de la ministro.

この中で始めのakcepti伯はその或sin
joro が旣にS-ro Sch•にrenkontiするより 

前に ministro に akceptiされたもの故これ 

でよいが二番目のrkceptitaはataにかへな 

ければいかぬ。itaとするとS-ro Seh.が 

ministrejo へ eniriしたよリも前に ministro 
にakceptiされた事になって不合理である。

乂別の例をとると・

I^a administra konsilantaro de la brita 
kolonio Kenya decidis amnestii GO Ukani- 
banegrojn al mallonga punlaboro. Ili estis 
kondamnitaj je morto • • •

なる文の中のkondamnitajはdecidis am
nestii より以前におこった事柄故it町であ 

る。もし:!饴とitaとが平氣で混同される 

様では上の樣な例では十分意味がとれない事 

になる。猶面白い例を二三示すと. ・仪

Dum aerbatalo malamika aeroplano estis 
faligata de uuu el niaj aviadistoj ;la aparato 
estis detruata de la falo, kaj ĝia piloto estis 
mortigata. Alvenis homoj. Laŭ ilia kon
stato, la aparato estfs detruita kaj la piloto 
estis mortigita.

の文に於て後半はitaになってゐるのは 

mortigo が konstatoよりも旣に前に起った 

事だからである。

乂次の例によってもitaとataとの區別 

が判る。

Sinjoro promenis sur trotuaro. Li haltis 
antaŭ lu inon tro fenestro de magazeno. La 
fenestro estis bele dekorita. 〇怙 でない 〇） La 
sinjoro intencis eniri en la magazenon; sed 
la pordo estis fermita, （ata でない）〇 しi 
intencis ekpremi la anson. En tiu ĉi momento 
la pordo estis malfermata, （itĴ でない）de 
interne, kaj eliris sinjorino. Ŝi estis «argita 
（ata でない）per multaj pakaĵoj. Kiam la 
sinjorino estis elirinta, la sinjoro eniris> Li 
estis afable akceptata （ita でないĵ） de ヾwn・ 
（iistino. Li deziris vidi inultiijn objektojn. 
Hi estis alportataj （itaj でない）〇 しa sinjoro 
aĉetis ilin kaj estis ŝarĝata （ita でない）per 
ili. Poste li forlasis la magazenon, same barĝita 
（ata でない）kiel la sinjorino....... 云々」

以上Jung氏の主漲を紹介したが次號では 

G・Karinghien氏の睨を紹介する。（J. 〇.）
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ekzemplerojn senditajn al la recenzas. 
Unuope ricevitaj estas nur menciataj.

r▲ □下當會在が注文に應じうる

も"

◎=目下取需中のもの賣價不明

■1=將來取寄せる見込のもの

★=取次がぬつもりのもの及び非 

ゝ 竇品

辭 典

★ESPERANTA TEKNIKA MEDICINA VORTARO 
komp・ de D-ro Briquet ； eid. de Internacia 
Medicina Revuo, 255, averiu de Longchamp, 
Bruxelles, 1932.菊半截版 359 頁〇

欝て Intemacia Medicina Revuo に連載し 

たものの改訂も補でBriquet博士が主として 

書かれたものに他の數名の翳學者の意見によ 

って訂正したもの〇全體で3675箇の語根を 

含みこれに合成語が澤山入ってゐる。各語に 

英獨佛羅專の譯語を適宜入れてあるc inter
nacia formo ですぐわかるものには譯洁のな 

いのもある〇槪して云へばkにておきかへ 

ずf!を保存してゐる點が特に目だつ。又 

pseŭdi nternnciaな 語根とも云ふべきものと 

pure fundamente esp-a な語根とを併用して 

ゐる〇例へばpneŭmonioに對してpulm,it,〇, 

neŭrastenio に對 し nerv^stenio 等々〇 併し 

pulmotomio, nervotomio を 入れ pneŭmotomio, 
neŭrotoinio .を入れてない等の點多少進步的 

の所もある〇我々「I本人の立場からいへばそ 

して乂醫學に無關係の俗人の立場からいへば 

大いに［«eŭdointern:cia formoを排除して純 

エス語的の合成語を多くしてもらひたいと思 

ってゐる。併しこれらの整理は將來の日本の 

鬆み者の手にまっとしてとにかく歐洲人がこ 

、まで進步的のforinoをも採用された事は 

愉快である。ぜひ需學に關係ある同志が本書 

一ネを座右におかれる樣おすゝめしたい。

注意:本書は魁伶でiだ接取次がないが東京 

帝大醫學部解剖敎室の浦良治氏（エスクラー 

ピダクルーボ代衣:）が輸入取次のお世話をさ 

れるc定價は二弗で七八IHIするが同クルーボ 

では先方と協定せられ為替の變妙に無關係に 

一册六同（送料共）で取次いでくれる。希望 

者は振替束京75525番浦氏宛送金されたい. 

（猶 Internacii! Medicina Revuo も同氏の手 

で取次れるこれは年額3|H 50錢である。同誌 

の雕讀者には上記VorkM・〇は5圓50錢に割 

引するとの事。）

▲エス和新辭典。石黑修著，東京神田南神保 

町9太陽堂發行。14.5x8 cm. xxvi + 48〇頁。 

定價1冏50錢•送料4錢。.

新機軸新編纂による最新エス和の出現を期 

待してゐた我々は本書の實物を手にして火望 

した。20年前の「大成エス和」.S年前の「新 

撰エス和」に比して昭和8年に出現すべき「新 

エス和」は我々の期待では最新印刷界の進步 

した技術を應用した「コンサイズ」型の樣な 

ものではなかったか。然るに本書は六號活字 

一段紐兀行〔頁により所々35行乂は37行）と 

いふ「大成エス和」と似通った植字ぶりは少 

＜とも印刷技術の上からみて些か時代に取殘 

された感がする。（併し之は著者のせいでは絕 

對にない〇これは發行者のEsp.及esp-istoj 
に對・する認識不足の顯れであらう。認識不足 

といへば著者に强耍して發音をカナで示させ 

た如きもそれである。この結果頁數が五割乃 

至七割位增加したらうが使用者には冃障りで 

邪魔でちる以外殆んど無用〇）

扱て本書の辭典の部はミ92頁に普通語を絢 

羅し別に32頁の增補には新語や專門語を多く 

加えてゐる。外に附錄として略話表（13頁人 

文法槪要C15頁）。文法!6條。其他便利な 

ものがつけてある。今次に簡單にその內容を 

紹介批評する。

A他辭典との比較

1. 新撰辭典（舊板）に載ってをらぬ語根 

で本辭典にでゝゐるもの約1340語。

新撰辭典（舊腹）に載ってをって本辭典に 

のってをらぬ語根約220語。

2. 合成賂は新撰辭典より多い。（合成語は 

數の多少よりも意味のとリ難いものを多くす 

べきであるから aĉeVebla, maPagrabla, ador
anto, Aziano, patrino, fratido 等初等講習の 

始めに習ふ判りきったものが多くても有難く 

ない。）どれだけ多いか計算しなかったが思っ 

た程多くない。

3. 語根數の多いことを誇りとしてをられ 

るようだが SAT 版Plena Vortaro中にでk 
みる語根で本辭典にないのが約150語程あ 

る。（專門語が大部分としてもP. V.•にで、 

ゐる語は一般同志によって使用される可诜性 

が多いと思ふからParnasa Gvidlibroのを省 

いてもこの方を入れてほしかった。）
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4. Parnasa Gvidlibroの新語は大部分入っ 

てゐる〇 *

5. Wŭster の Enciklopedia Vortaro はあま 

り利用されてをらぬ樣に思ふ。

B.特に遺憾とする點

1. 公用語の取扱ひ方が少し不注意c例へ 

ば Jes[z^u-o, 一つで Jesu-o・ 及び Jezu•〇.が 

共に 兩語形とも；公用語である事を示すのは 

判るがprono!叫nci で prononc-i* だけ公用 

語でpronunc-iが公用话でない事が判らぬ〇 

亦 kondol（enc）-i •は kondolcnc-i*  だけ公用語 

である事も判らぬ

2. 同一の略字記號の類を一濡根中にニケ

所便川されたため正確な語形を攔めない事。 

例へば arak[fi]id[s]・〇 に於て arakido araĥido, 
arakiso, araĥisoの四齬形が用ひられる事を意 

味するものとすれば（この四つの中araĥido 
以外の三つは普通辭典に採用されてゐる） 

legumena[o]c[z]-oj はlegumenacoj,】egumeno- 
zoj の外にlegum en 日 Zoj, legu meno coj も用ひ 

られると考へられる。が後の二つは絕對不可 

である。 ・

3- 一つの語根に對して古い語形や新しい 

語形を澤山示されたことは讀書家に便利であ 

らうが著者C乂は最近の一般の傾向）がどの 

語形を特に支持するかが明示されてゐない事 

と新しい語根（殊にPani. Gvid.等から出て 

きた詰根）も常に使用される語根にも何悖の 

區別を示されなかった爭は作文を書いたりす 

るものゝため不便であらうc 公川話にofia 
のとmaloftaとの二種に區別するよりもこの 

方が肝要）。

批評はこれだけとして兎に角「次成」は當 

咔のエス中心固體だった□本エス協會が發行 

したもの（第四版頃から押田氏の日本エス社 

で發厅）であり「新撰」は當缪會・ででたもの 

共にエス!®膿から出版したといふ事は換言す 

ればエス辭典なんか算盤に合はぬものとして 

如何なる出版者も顧みなかったものである。 

それに最近では一般の替利的出版者が競って 

こういった方而に手をそめる樣になってきた 

事はエス語發展の一證左として大いに慶賀す 

べき事である。この意味で我々は本書の出現 

を祝福したい。猶又一般出版者をして續々 

「手紙の書方」や「基礎」の如きampleksa且 

luksaなエス書を出版させることに成功され 

つ、ある著者石黑氏の努力に對し絕犬の敬意 

を表明したい。我々エス!®體だけの貧弱な資 

金では出版できぬ豪華版を出すため潤澤なー 

般書肆の資金を動員して我々のエス文献のお 

大のため利用することはエス宜傅上望ましい 

事である。今後もこの方面における著者の御 

活躍を期持したい。Q・0・）

文 藝

▲JAPANAJ FABELOJ trad. de T. Aramaki 
N. llamada,ゝI. Jainagata, M. Msubara, T. 
Minami, N. Ŝimoda k・ J. Siniomura; revizi, 
de J. Major; eid. de Kokubunŝa, fljakunin- 
ĉoo 2-ĉoome, Jodobasi-ku, Tokio:13 X19 
cin. 38 p. prez. ¥ 0.25 （〒ヨ錢）

下村芳司氏を中心に特にエス語の活用を硏 

究してゐる小團體Jnp. Esp-Societoの方々が 

昨年來各自原稿をもちょって批評しあひ硏究 

の末共同飜譯になる五人伽噺。食と魏、舌切 

雀・かちかち山、桃太郞・花咲爺〕のエス譯。

裝幀もカットも專門家の手になるとか仲々 

氣のきいたお伽の木にもってこいの圖案であ 

る。エス文のヵも數人で苫心されたもん故決 

して惡かろう筈はない。材料は日本人にはお 

馴染のもの。子供くさいといへばそれ迄だが 

大人の讀み物としてもよく特に中等學校の生 

徒等の講習にはもって來いの用書であらう〇

猶乂木書はとにかく H本の童話といったも 

のを世界に紹介する袖に於て古い千布氏の 

Japanaj Rakontojと共に大きな役割を演ずる 

ものと思ふ〇その意味で本書が海外へ大いに 

宣傅され頒布される事をのぞんでやまぬ。 

陶 HURLU, ĈINIO de S. Tretjakov, trad. de 
V. Elsudo; eid. de Ekrelo, Leipzig;1932; 
12x 17 cm., p. 82.

戯曲。九幕物。時一現代（1924年6月）。 

所一一揚了江岸武昌。人物ーー居留外人及支 

那人c〔权!槪〕外人の横暴とまに憤激する支 

那苦力を題材としたもの。Robert Dollur & 
Oo.支店の支配人Ib】eyが支那舟夫に對し 

て暴唐をなした後過って江中に墜落溺死した 

のに端を發して居留外人と支那勞働者間に菇 

籐を生じ指璋的立埸にある 支那學生によっ 

て[矶えろ支那」の語が叫けばれるといふ尖 

銳的な筋cこれの日本譯は演出卑本の譯であ 

りこれはそれより委しいと。（宗近）

注意:前號本欄紹介BUDAOの特價は60錢 

です。（印刷不鮮明ん 以下190頁へ
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日本神話硏究

黯木淸彥
Japana Mitologio

第一章

世界成生

(緬)

Antaŭparolo en 
Kojiki

forto k. formo 
氣象

Pasiva k・ Aktiva
Esencoj 険陽

(3 ) 严...

At/o Cnjuki

oceana elemento 
海洋的分子

Oceana popolo
(海洋的民族)

Kaj ni pripensu, ke la antaŭparolo en Nihongi ne estas enmetita, 
dume Oo-no-Jasumaro skribis la antaŭparolon en Kojiki jene:

Nu, kiam haoso komencis kondensigi, sed, forto kaj formo ankoraŭ 
ne elmontris, estis nek nomo nek faro. Kiu povas scii ĝian formon ? 
Tamen la ĉielo kaj la tero apartiĝis Ia unua;la Tri Dioj ekkomencis 
kreadon; Pasiva kaj Aktiva Esencoj jen evoluciis, kaj Du Spiritoj 
fariĝis la prapatroj de ĉiuj estaĵoj ・• • Do, mi opinias, ke la supre jam 
menciitaj frazoj el ĉinaj klasikaĵoj estas enkondukitaj en la unuan 
paĝon de Nihongi por klarigi la naturon de la dio Kun让okotaci. Tamen 
sekvanta frazo ĉe Nihongi „... lando estis flosanta kvazaŭ .. .u etas 
nenie trovebla ĉe la ĉinaj klasikaĵoj, kaj mi opinias, ke tio neniom 
dependas de la ideo. Nome, en ĝi vidiĝas oceana elemento
”•…kvazaŭ fiŝo naĝas sur akvo/' kiu konvenas al unu elemento de 
Japanoj,—Oceana popolo.

Sep, mistera
nombro

Pri la Sep-Diaj-Generacioj estas diverse rakontite en Kojiki, Nihongi 
kaj aliaj Unu-Tekstoj en Nihongi, ĉar oni modĥfis la di-nomojn, kiam 
oni kompilis la Kronikojn, por akordigi la nombron de V dioj al SEP, 
—mistera nombro de Japanoj. Tamen ni konstatas pere de la di-
nomoj, se eĉ la Kronikoj enhavas nesamajn diojn inter si ke la

prajapano 上古 

人又わ上代人 

（小生の云う 

所の proto- 
japano個有日 

本人又わ原口 

本人と區別 

す）

Sep-Diaj-Generacioj krom la lastaj dunaskitaj gedioj sugestas al ni la 
ideon de la prajapanoj pri la formiĝo de tero, plantoj ktp., same kiel 
la babilonaj ĉefdioj signifas la ĉef elementoj n de la universa spaco. 
Do, kian ideon portas la(lioj ? Laŭ la nomoj ĉe Kojiki la ideo estas

jena:">)

duopaj dioj

unuopaj dioj

generacio NOMO IDEO

\la unua Kunitokotaĉi Formiĝo de Lando
l la dua Tojokumonu Ekkresko de Planto

'la tria / Uhiĵini 1
1 Suhijini / Formiĝo de Grundo

la kvara / Cunugui ヽ 
\ Ikugui / Apero de Torento

la kvina (Ohotonoĵi 1
1 Ohotonobe / Evoluado de Loĝejo

la sesa (Cmodaru Perfektiĝo de Korpo
\ Ajakasikone Kompletiĝo de Konscio

sepa (Izanagila 1 Izanami T
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konscio 意識 

koncepto 槪念

ー筆者附記ー

本論起草にあ 
たり各方而の方 

上リそれぞれ御 
注意下された事 
わ感謝に堪えざ 
る次第である。 
神名に關する工 
ス譯わ必要にち 
らざる限り之を 
固有名詞として 
取扱ひ例えば發 
章に於て論ずる 
如く天照大神を 
la diino Arna- 
teras又わ神格 
たるSundiinoを 
用ひスサノヲに 
あってわ單にla 
dio Susaとして, 
何故なら此の神 
の神格ŝtrmdio 
（暴風神）わその 
一面にすぎざる 
ものであり此の 
神名をエス譯す 
るときわBrava- 
rapida- impetna- 
dioとなりやゝ 
こしきこと沙汰 
の限りである。 
尙古申記・日本 
紀のエス譯に關 
してわ昨年の木 
誌十月號を參照 

されたい。

t Tiuj ĉi lastaj dunaskitoj estas unuaj heroo kaj heroino en Japana 
mito, kaj ili estas duone absolutaj di-personoj kaj duone historiaj personoj 
reprezentantaj multajn heroojn sur longaj generacioj de niaj prajapanoj, 
kiuj vivis antaŭ la komenco historia tempo.

Resume, la Kvin-Apartaj-Ĉieldioj estas simbole la konscio pri la 

ĉielo, dume la Sep-Diaj-Generacioj estas siavice la koncepto pri la tero. 
Kaj mi opinias, ke tia bonorda mondokompreno de la prajapanoj estas 
la unika en la mondo, se eĉ ĝi estas farita de posteuloj. Kaj ni povas 
supozi, kiel bone niaj prapatroj portis kun si riĉan imagon kaj elegantan■
esprim on.

La lastaj gedioj Izanagi kaj Izanami estas la gekreinioj de ĉiuj 
estaĵoj en nia lando, sed la personeco tute ne estas sama, kiel la 
kruela Zeŭso de Grekoj, la ĵaluza kaj kaprica Ehovo de Judoj aŭ la 
monstra Indra de Hindoj, ĝi estas nur homa. Kaj la rakontoj pri la 
du gedioj interesplene enkondukas la tagiĝon de V japana imperio. 
Nome Japana stato kaj nacieco estos historie nekomprenebla sen la mito, 
same kiel la eŭropa kulturo ne bone klarigos sen la kompreno de la 
greka mito.
•• ■ • ■ • ■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■ . ■ ----------------tti-. ・・・ ■ ■ ■ — ■・・・—・・一  ---

(Notoj)
20) R. B. Dixon : „ Oceanic/*  (The mythology of ali races, Voi. IX).
21) & l. p. 5.
22) s 1. 6-7.
23) N・ Macumoto: 「【［本神話の硏究」,Studo en Japana Mitologio^

p.181.
24) K. T. C. Werner: „ Mylhs and Legends of China." p. 77.
25) S. Macuoka: 「紀記論究」”ぬ*a  就血〇 super Nihon ffi kaj Kc^iki.^ 

Part. I. Voi.I. p. 55.
26) 淮南子,pseŭdonimo de Liutan (劉安)，ĉina filozofo, mortis en la 

jaro 1£2 a・ K・
£7) La principo de „ Taoismoj*  Pri la Vojo, vidu; „ Doktorino de 

Mezeco/4 p. 26.
28) Ŝ. Nisimura: “Skizo de Mitoloffi〇・'' p. 213.
29) s, L p. 212-213. Macuoka: supre citita, p. 56.
30) Pri la di-nomoj multe da opinioj aŭ klarigoj de kleruloj estas prezen

titaj ・ Mia opinio nuntempe inklinas al Macuoka: & g p. 120-121.

年鑑（JARLIBRO —1933）につき地方會各位へ御願ひ

本年度も昨年度同樣年縊を出したいと思ひ 

ます。ついては昨年度同樣下記の件，御通知 

下さい。（締切7月末）C下記番號にしたがひ 

御記入下さい）。

會の名稱（和エス兩方）。1.事務所所在 

地（和エス兩方人 2.會の役員名。3.會 

合日時，4.會合埸所。5.機關誌。6.會の 

催物。7.會員數。
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S-ino Macue Sasaki 十

La 18-an de junio mortis en Tokio en la aĝo de kvardek-ok jaroj nia altŝatata kaj 
respektata samideanino S-ino Macue Sasaki (antaŭe Mor让a), kiu estis ne nur la gvidanta 
persono de la virina esperanta grupo " Klara Rondeto n, sed ankaŭ la ĉefa motoro de 
nia sankta movado en la sfero de virinoj en Japanujo.

Ŝi komencis lerni Esperanton en la jaro 1920 kaj de tiam ŝi tre fervore studis ĝin 

kaj poste instruis ĝin al multaj junaj virinoj. En 1925 kun siaj lernantinoj ŝi fondis 
"Klaran Rondeton ゝ kiu estas la plej vigla grupo de samideaninoj en nia lando. (Poste
kŭ la ekzemplo en 
kelkaj urboj de nia 
lando fondigis Klaraj 
Rondetoj.) La " Ron- 
deto" de tiam kon
stante laboradis por 
nia sankta movado sub 
ŝia gvido.

En 1926 ŝi edzin
iĝis al S-ro Tasuku 
Sasaki, kiu ankaŭ estas 
tre fervora kaj emi
nenta samideano. Ili 
efte kune vizitis la 
kunsidon de samidea- * 
Ŝi estis la plej granda batalan ino senkompara en nia lando.

* noj en Tokio. Ĉirkaŭ 
ili ĉiam fluis atmosfero 
verdstela.

La lastajn dek 
jarojn ŝi konstante 
daŭrigis la instruadon 
de Esperanto al junaj 
virinoj kaj el ŝiaj 
lernantinoj aperis 
multaj junaj samide
aninoj fervoraj kaj 
lingve kompetentaj.

Ŝi ja estis la centro 
de la virina esperanta 
rondo de Japanujo. 
Ŝia merito devas esti 

grandlitere skribita sur multaj paĝoj de nia historio de esperanta movado.
Ĉar ŝi estis bonkora, sincera, afabla kaj modesta, ĉiuj ne nur respektis sed tutkore 

amis ŝin. Tian bonan karakteron senegalan ni tre malofte renkontas. Kaj tial ŝia 
karaktero ankaŭ tre multe efikis por inspiri junajn animojn, kaj por kolekti junajn 
koleginojn ĉirkaŭ ŝi.

Kaj jam ŝi ne estas inter ni, vivantoj! La stomakmalsano rabis ŝin por eterne el 
niaj manoj. Kia granda domaĝo por nia sankta movado! precipe en virina rondo! 
Jes, al ŝi ankoraŭ nia movado atendis tre multe. Sed ve, jam ŝi ne estas!

Ŝi postlasis multe da fruktoj, kiuj en estonteco ĝermos, floros kaj portos ankoraŭ 
pli belajn fruktojn por nia sankta movado.

Fine ni preĝas ŝian trankvilan ripozon en la &elo kaj esperas elkoran kondolencon 
al la familio.

我力撤愛する佐々城松榮（舊姓森田）夫人は苟且の病の爲猶春秋に富む身を以て長逝されま 

したことはかへすがへすも逍憾の極みです。夫人は津田英學懿出身一時奈良で敎鞭をとられて
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ゐたが其後歸京されてからは專ら英語の個人敎按に從事されてゐた。夫人の英語の素歪は诫に 

深く實に敬服の限りであった。ス:止九年エス語を學び始め・れ之亦熱心に硏究を續けられ或は 

H本エス祉の講習に出られ或はR本エス學裨の水曜輪讀會に出席される(大正12-13年頃)等 

その熱心さは驚く許りであった。かくて一兩年の問にエス語の人家の域に達せられた。大正14 
年4月1ヨ日クララ會を創立今日に到る迄同會の小心になって活動された。循又英後エス語の個 

人敎授もずっと續けられてゐた。夫人の膝ドからは有能なesp-istinojが輩出した。大正15年 

同志佐々城佑氏と結营された。夫人の人格は圖滿溫良玉の如くであった。殊に謙讓な方であっ 

た。この點が特に何人からも畏敬さるゝに到った處であらう。夫人は.乂何事も表面にたってや 

るMを好まれなカゝった。併し雜務や勞力は少しもいとはれなかった。クララ會のためには常に 

自宅を會合所に提供され又會の指導の任にあたちれた。蔭になりĤ向になって我エス運動特に 

婦人の方面の運動に努力された。昨年暮頃から胃病で苦まれ數ヶ丿佩床されてゐた。5；j 25H 
病の篤きをさとられ母上に後事を托された時自分の藏書をエス關係の知友の間へ紀念にわけて 

もらひたいといふ事を申されたそうである。去る6月18日午後7時30分手篤い夫君及び近親 

の看護の下に四十ハ年の艮からぬ生涯を終はられた。こゝに夫人の計を全國同志諸君に報じ兆 

に御遺族に對し謹んで哀悼の意を表し在天の靈のやすらかならんことを祈る次第である。

★ ★ ★ ★ ★

夫人がEndklopedio de Esp,編輯擔當の川崎直一氏宛に出された御自身の囘答(昨年2月 

8 ロ付)によると1886年5 JJ 3 ロ千葉市にて誕生と示されてある。猶その囘答の中にK La 
】ast」mondmilito skuis ŝian kredon je kristanismo, por kiu ŝi sindone labori?・ Eklernis 
Esperanton de tute homaranisma vidpunkto, sci poste aliĝis al SAT ” と書かれてゐる 〇 猶そ 

の中に夫人が嘗てキリスト敎歸人雜誌の編輯者であった事もかゝれてわる。

夫人のエス文作品としては(手許にある材料で)

原作:—Alvoko al Junaj Samideanoj (Revuo Orienta 1925, p.129); Al Junaj Patrinoj (R. 
〇.1927, p・ 308); Virina Ĉambro (K, 〇,1928, p. 310); Infana Ĉambro (R, 〇,1928, p. 339); 
Verdm Stelo (R. 〇.1928, p. 379); Pri (( Je ]a nomo de F vivo n (La Esp-isto)等〇

飜譯:一Tnfnnoj (R. 〇,1927, p. 302); Kio estas Tero (R, 〇,1927, p. 365); Plano por 
g Juro (R. 〇,1928, p. 25); Vera Vivo (R. 〇,1928, p. 55); En la Muzeo (B, 〇.1928, 
p・ 90); Bonfaro (R・ 〇.1928, p.120); Humileco (R. 〇.1928, p.115); Rekte al la Celo 
(R・ 〇.1928, p.185); Io kion mi povas fari (B, 〇.1928, p. 216); Per ambaŭ manoj (R. 
〇.1928, p. 280); La Meĥanismo de Kapitalismo (La Esp-isto)； Du komizetoj (Juna Azia)
他に莖名でいろんな雜誌へかゝれたものもあるさうである。又未發表のまゝの原稿もあるし 

Klara R ondetoの廻覽雜誌等へ書かれたものもある。いづれこれらについてはクララ命の手に 

よって整理發表されることであらう。

BIBLIOGRAFIO {Daŭrigo）
188頁より續く

辭 典

Worterbuch Deutsch-Esperanto, de D-ro E. 
Pflf血•（第四增訂版）.12X19 en）.184 p * prez. 
M・1.20.

Wdrterbuch Esperanto-Deutsch, de D-ro E. 
Pfefl^r （第五增訂版）12x19cm. 48 p. prez. 
M・ 0.3〇.

Ambaŭ eldonitaj de Stevrermiibl-Verlag, 
Tagblatt-Bibliothek, Berlin, Germanujo.

この二つは獨逸の有名な Tagblatt-Biblio- 
thekの第385-386及篇として出版され 

たもの。エス獨の力は公用語を主としたもの 

で介成語も殆んど入ってをらぬ(金體で五六 

千話)。別に特色はない。唯安價な點がよいの 

み。獨エスの方は基本ドイツ語二萬のエス譯 

話を與へたと書いてある。Bennemann, Chris- 
talierの兩辭典に比して內容は半分以下であ 

らうがこれも價の點からいへば非常に格安の 

樣であるからその點利川者が仲々多い事と思 

ふ。以上は通覽しての批評であるが一般に辭 

典は比較して使用してみぬと優劣は判らぬも 
のである。 コ;・巍
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遊 外

報 道

ボーランドて'の 

ラヂオ放送

前々號でチェッコ前號で工 

ストエヤのラヂオ放送の紹介 

をしたが今度はポーランドに 

ついて愉快な通知に接した。 

前二者も何れも自國紹介の放 

送であるが今度のもそれであ 

るc歐洲の小阈が如何に大童 

になって自國紹介のため苦心 

してゐるかがわかる。

初めポーランドラヂオ協會 

では試みにエス話を月一囘使 

用してみた所その反響が絕大 

であったので（何語の放送よ 

リもエス語講演の反響が大で 

あると當局は語った,今後隔 

週一囘水曜日に22.35-22.55 
畤の間に15分間講演5分間 

は質疑前以て提出の）に對す 

る說明や囘答をなす〇放送は 

クラコー及ワルソー兩放送局 

からであるが他の放送局もな 

るべく中繼する豫定。但しワ 

ルソー放送局は電力も强く歐 

洲諸阈に行）〔り得るものであ 

る。エス語に好意をもってゐ 

なかった Katowiceの放送局 

も最近このエス語放送を中繼 

しだした。最近放送のブログ 

ラムは5月17 H D-ro F< 
Burdeck: Pro fluidigo de 1' 
aero de polaj scienculoj antaŭ 
50 jaroj. 5月 311[ Prof. D-ro 
〇・ Bujwid : Kuracaj banlokoj 
en Pollando. 6月14 日 しektoro 
T. Ho<lakowski: Beleco de 
F pola muziko （kun koncerto）. 
G 月 28 日 Prof. Lempicki: 
Scienco kaj Klereco en Poi. 
7 n 12 FI Prof. R・ Wacek : 
Somero en Poi.7 月 26 H 
Frof. D-ro Bujwid: Esperanto

エス語說明入官製エハガキ

ハンガリー遞信省發行
先年ソヴェト聯邦やダンチ 

ッヒ自由市やりヒテンシュタ 

ン公國でエス詰入の官製ハガ 

キのでた爭は本誌で報道した 

所であるcが今度ハンガリー 

國遞信省から新しく16枚ー 

組の官製エハガキが發行され 

た。之にはノ'ンガリー語、フ 

ランス語（公用語として）、工 

ス語で說明が加えられてゐ 

るC工ノ、ガキといってもハガ 

キの表面の所の左隅（西洋流 

に横にして）に名所の繪が入 

ってゐてそれに上記の說明が 

入ってゐるものである。それ 

らの繪は Abatejo de Pun

kaj rolo de poloj en ĝia dis
volvo. S 月 9 ロ S-ro Z. 
Sobalta: Protekto al blinduloj 
en Poi,等。猶講演のkopio 
希望のものは郵券封入申込 

めばもらへると。宛名は 

"Polskie Radjo—AVarszawa.J,

車掌さんのエス語試驗

オーストリヤの錢道總務部 

では昨年「急行列車に乘車希 

望の車学は外國語又はエス話ー 

の知識あるを要す」 との布達 

がでた。かくて今年の三月に 

は外阈語及びエス誘について 

の知識及びparolkapablecoの 

試驗が行はれた。この試驗は 

每年行はれると。（乘務ロの語 

缪力低下をふせぐため。今年 

の受驗者はBruck驛22名、 

Graz 驛 39 名・Wiei!驛 47 
名〇 Amstetten 驛17名、しinz 
驛 G6 名.Salzburg 2 名で 

あったとC

II本でもこういったエス語 

の試驗が乘務貝に課せられる 

とすれば愉快な爭だが何分外 

阈人との按觸の少いI』不の事 

nonhalma; Bndapest: Statuo 
de Sankta Stefano, unua reĝo 
de Hungarujo; Ruinoj de 
fo rtikajo Dr^gelv 等々であ 

る。

之は16 filerojの價でオー 

スト リヤ、チエツコスロパキ 

ヤ、ルーマニャ、ヴァチカン、 

獨逸.波閹、伊太利等への通 

信に使用し得る（國內は勿 

論）c餘分に切手を貼れば他 

の阈々への通信:にも用ひられ 

る。

この喜しい報道はICKの 

努力によって逹成されたもの 

である。

故何時の事やら。

頭のい、宣傳ぶり

IMITU!
日本でも新聞社でよく遠足 

等やるがこれはパンガリーで 

あった催しに頭のいゝe?p- 
istojのやり方を御紹介する〇

去る4刀23日維納民衆新 

聞（Volkszeitung）で例年の如 

くダニュ-ブ河に舟二艘を浮 

べて舟遊びを催したc參加者 

靑少年少女千名■人人六百名、 

ウィーンからBratislavaまで 

の舟行。Da nu bioの會丘R. 
Ceci!氏の首唱でウィーンの 

esp-istoj數十名がこれに參加 

する事になり大きな綠星旗を 

かゝげて之に參加した。舟の 

上でも大いに宣傳したが一番 

有効だったのは目的地Brati
slava についた時同地のesp- 
istoj が之亦綠星旗をもって出 

むかへてくれた事で（勿論前 

€って通知したものと思ふ） 

あった〇 ne・esp-istojもこの不 

意の bonvenigantoj にハンケ 

チをふって好意を表刿した。
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（こゝが人情のキビにふれる 

所）。

愈々岸に上陸してからは同 

市の目貫の通りを綠星旗をか 

ざしてをしすゝんだ。しかも 

見よOneesp-istojの多數もesp
iroj の隊伍の後についてくる 

ではないか© Bratislavaの市 

民もこの大部隊のesp-istnjに 

眼をみはったろう。

エスペラントで國際親善

國際親善を期して和圖から 

1928年5月13 II善意の日 

（Tago de Bonvolo）に初めて 

出された靑少年のためん國際 

親善の雜誌"La Junularo kaj 
la Mondpaco ''はその後大體 

內容同一の各國語版を出すこ 

とをめざして進んできたが今 

年は英獨佛竿の十筒阈語（中 

に日本語支那語マレイ語等あ 

り）で出る事になったがその 

外にエス語版も出る事になっ 

た。このエス話版は「阈際聯 

盟と平和」聯合の敎育委員伶 

中の兒童平和的讀み物小委員 

會で編輯されたものである。 

同聯合のprezidantoはgra
fino Van IIeerdt-Quarles 夫 

人。定價は一部〇・1sv・fr.（時 

價約1〇錢）、廿五部1.25 sv. 

fr.注文は Sino B omer u, 
Staatcnhian 6, Den Haag, 
Nederlandoである〇これ迄 

各國語版は五十萬部發行して 

ゐるからこのエス諸阪も411?»1 
大きな成績をあげぬと大變な 

ので同志の協力支持を熱望し 

てゐる。

ブラジル地理學協會雜誌 

のエス語抄錄

ブラジルで有數の學術雜誌 

"Revista da Sociedade de 
Geografia do Rio de Janeiro'' 
a儿じ'ヾ借版百頁以上うでは今度 

各論文（ポルトガル語;）にエス 

誌の抄錄をそへることになっ 

たcこういった試みが各國の 

學術雜誌に於て企てられる茅 

をのぞむ。同誌の發行所の 

adreso は Rua ^farechal 
Floriano 212-], Rio de 
Janeiro, Brazilo である 〇

各國のエスペラント大會

五旬節(Pentekosto)
を中心に

★莠四叵全ポーランドエス大 

倉——ワルソー市で6月3-5 
日。

★ ノルウェーエス聯盟總會

----- Haniar 市で 6 月 4-5 H 〇

★フランドルエス大會---

Mechelen （Maiines）市で 6 月 
3-5 日。

«北米エス大會——シカゴ市 

で 7 月10-12 n 〇
★第・■一回エストニャエス協 

會大會ーー4 月16-17 U Vii- 
jandi市で開催さる。

パルカン諸國の同志との提 

携やエス運動の統制につき協 

議した。來年のストックホル 

厶 大會の postkongreso を 

Tallinに開催の件決定c 

★中央デンマークエス聯盟二 

十五周年紀念祭——6月4-5 
H Odense 市で。

★第六回ユーゴースラブエス 

大會——6月3-5 ロベルグラー 

ド市で c

★全フランスエス大會——6 
JĴ3-5 H Orl6：in8 で〇

★北フランスエス大會 ——7 
月1-3Dunkerque で〇 （佛 

國最北端の港）

英國からもkaravanoで參 

加する。ドイツからS・ixl孃 

がケルンの話を映畫付說明。 

Belga Esp. Katolika Ligo の 

牧師De Coene氏のエス語の 

御說敎もある〇

★第十回ノルマンジー聯合工 

ス大?& Les Andelys の町 

で5月8【|開催。

日本文學飜譯コンクールソ
エスベラント文學硏究會主唱

よきH本文學をエス話で世界に紹介するた 

め今度Konkursoが企てられた。我阈で始め 

ての企であみ。大いに成功させたいものだ〇 

當選作は學會でHI版するc （課者への謝禮も 
する）今その規定の大要を紹介する。

1. Konkursoに參加し 得るものは下記の 

資格審查合格者なる爭。

2. 當選作は一笛であるが優秀なもの多數 

を得た場台はその數を增す。出版の方も學會 

で逐次刊行に努力する。

3. 魏譯すべき作品は硏究會で!istoを作 

成しその屮から資格徘査合格者に選搏させ 

た匕最後の決定をする。（勿論審査合格者の飜 

課すペきものは各人别個とする）。

4. 當選以外の人々の名は公表せず（當選

日本エスペラント學會後援

外作品は返戾す）。

資格審查規定:

1.資格審査は次の二種とすーー應募者は 

A, B何れかをえらぶ事。

A.無試魅審彫ーー旣に發表濟のエス作 
品（單行本乂は活版刷雜誌記事）を提出ー

B課題審查——志賀直哉作「好人物の 
夫姑〔改造文庫にあり——氏錢）」の第二章 

全部をエス譯して提出〇

2.1のA. B何れかにより本年?月31日 

迄に書留便で東京i|j杉並區松ノ木町1145フロ 

ント社氣付「エス文學硏究會」宛郵送の事。

3.審査合格者へは8月中に通知する〇通 
知なければ不合格。氏名は一切公表せず。
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內地・

報道

6月17日迄に到着の分。 

報道は日本語で。迅速に。

ハガキへ。明瞭に。

寫眞は臺紙なきも

ミヤコ・エス會遠足紀念 

前列向って右より田中國 

雄.田中顯道兩氏。

中の論文にはエス語はないが揷畫などにエス 

語で番號を入れてゐる。近來こういった方面 

にエス語が採用されて來たのは楡快だ。

一等當選のエス語入設計 右翼とエス語

建築資料協會で五月下句から六月上旬にか 

けて東京府商工獎勵會館で建築博覽會を催し 

かねて同會が懸賞で募集した商店建築設計圖 

を陳列したがこの一等當選の江澤龍三氏の設 

計圖には各階”使用の用途がエスペラントで 

示されてゐる。（その寫眞は「エスペラント誌 

七月號」にでゝゐます;）。

自然科學者ビエス語

★日本ほど學者でエス話をやる國は世界でも 

少い。今度三重高笹農林學校の福井武治氏が 

Ij：i raportoj de la nova planiparazitfungoj 
（「新植物病原菌報吿」）を“P" la memoro 
de la perledziĝo 5,として發表された〇エス文 

三頁を最初におきそれに口木譯を附し附圖二 

葉を附加されたもの。同氏は植物病理力御郭 

攻にてこの方面のエス文獻等につき御存知あ 

る方の通知に接したしとの御希浆である。

★早稻田大學採鑛冶金科刀敎授である野村確 

氏は數年前から熱心なかくれたエス硏究家だ 

が先般御考案の「"ゝI式萬能携帶用瓦斯分析 

裝直」使也法を書かれたバンフレットに 

"Portebla Ĉiopova Aparato por（；ass Analizo 
de N・M・・tipo"なるエス語を入れてをられ 

る。同氏は旣に「火試金法」（乾式分析法）に 

ついてのエス書き小册子を著され近々磐 

寫印刷に附される答であり同校應用化學 

科の學生に與へるため同方面に使用され 

る種々の簡單な器具裝注の圖にエス誘說 

明を加へられたものを印刷されてゐる等 

仲々エス語を活用されてゐる。

★最近植物病理學の大家池野成一•郞博士 

の記念論文集が四六倍版數百頁の大册と 

して裳華房から出版されたがその本の脊 

にはエス語のみで次の如く書かれてゐる 

「La Verkaro Botanika de SeiitirĜ IkenoJ 
とちり扉にはその他にaranĝita de Jiaj 

amikoj kaj lernantojとか'れてゐる〇猶

今度「I本國家社竹主義同盟大阪地方委員會 

では愛國者の立場からエス語の必要を主匪し 

コハマ・エスペラント• ロンドをつくり去る 

4月1FJから講習會を始めたとの事。かくて 

目下同ロンドを中心に國民主義エスペランチ 

スト同盟準備會が計畫されてゐるとの事。同 

ロンドは大阪市西成區粉濱中之町2の20に 

事務所をおくと。而して右翼エス運動者の參 

加と支持をのぞまれる由。（同會機關誌:勞働 

新聞」記事による人

警視廳公認のエス硏究會

去る2卩頃から警視廉職員中の同志がより 

より協議してエス語硏究會をもつ準備中であ 

ったが今囘當局の公認を得たので大々的に 

「口警」誌を通じてエス語硏究希望者を虧內の 

職員（勿論同管下のお巡りさんも含める）に 

呼びかける事になった。その中に歐洲諸國の 

お巡りさんのにエス語を話す者がボツボツ 

增加するだらう。

同會の發起者には醫務課技帥磯部美知博止 

を始め衞生部技帥三雲隆三郎氏、保安部の小 

山一郞氏、特高の淸水警部・松下氏、藥袋氏. 

世防部川添氏.等の諸氏がある。

猶n下每火曜□午後5-s時硏究命を開催

紀北寳踐校エス語剣
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しKarloの輪講をしてゐる。出席者は十數 

塔。皆々大變熱心に硏究をつヾけてゐると。

永田秀次郎氏のエス語宣傳

文邕春秋の呼物厂名士に物を訊く座談會」で 

今度（六月號白羽の矢をたてられた永FH秀次 

郞氏はエスペラントの必耍やその他について 

大氣烟をあげて質問者菊地・鈴木兩氏をあっ 

けにとらした。（その中本學角を速記者がま 

ちがへて協會と書いてゐる〕c猶同氏は最近 

に報知新聞及Japan Advertiser （6刀4日）の 

兩紙記者に對するintervjuoにおいてもエス 

語の宣傳をしてをられる〇その記事がでた。

同氏が勇敢に國際語の必要を痛感せられて 

堂々とこの方面で氣勢をあげてをられる爭は 

敬服に値する。了大體右冀の方面の人々は兎 

角正しいと思ふ爭でも國際的のものについて 

ほあまり勇敢に 

nをきかぬのが 

普通だから。〕猶 

同氏は｛國際兒 

報」六月號にも 

エス話につき說 

いてをられる〇

今秋（京都）の 

エス大會の日 

程は本誌202 
頁にあり

宮崎エス會の堀內氏送别超（川央堀內恭二氏）

□各地報道口 *
【東京:S 月4「j北海道苫小牧工業母校

修舉旅行團中の同志7名の方は渡邊敎箴引率 

の下に舉诃へ來られて同階上にて東京學生工 

ス聯盟主催の歡迎會に臨まれた。（詳細は本腳 

學生とエス欄に）。

Arĝenta Kunsido （銀座明菓土曜會介）は7 
）1から畫夜交代にせず每適夜分會合に變更す 
ると〇 —般參加歡迎〇

★Nova Kunsido （新宿明菓）は6月から每週 

火瓏】1に會合の爭に變更した〇會介時間は從 

前通り18・5—20.5時〇 一般參加歡迎〇

★東京學生エス聯盟では7, 8兩刀だけ會話 

會（神lliスルガ辜明菓）は每週會合の事に決 

定。（每金曜19=1時）。一般參加歡迎。

【横濱】横濱エス協會第三囘總會及び 

Verda Jupitero 200囘記念會は六月ハH 20峙 

より有隣堂にて開催、出席者・名、事業及 

び會計報吿、會則の變更・役員改選に遷り會 

畏として保坂成之氏.委員は飯旧・新川、荒 

川、吉川、水野、富盛、中村、佐久間・為家、 

鈴木の諸氏選ばる。次いで二三新役員 挨拶 

あリて總會を閉ぢifiちに記念茶話角に遷る。 

福喜多氏のv. J.の沿革につきて話ありて 

後・平塚の淸水氏、橫須賀の松葉氏ヽ沼津の 

三石氏の各挨拶あり、飮み!!食べながら愉快 

に談笑。最後にTagiĝo合唱を以て22時盛會 

裡に散今す。尙橫濱エス協會の事務所は丁記 

に變更。橫濱市神奈川區平川町83保坂成之 
方〔遠藤氏報） • •

【北海道】 岩內一4 n1S-25日まで・岩內 

港に於て■人類愛善會支部、昭和靑年會支部共 

催の下に、在鄕 

軍人分會堂に於 

て初尊講習を開 

filio講師は中村 

久雄氏.初日受 

講者游名ヽ漸次 

增加して結剧旳 

まを算す。2〇H 
には岩內商業雪 

修學校に於て、 

同校々友會主催 

にて小村講師を 

招聘して同校職 

員及生徙に對し 

てエス講演會を 

開催。为日夜は 

満習終了後引き 

つヾき・座談會を開き・エス普及會岩内支部 

發會の決議をなし.今後引つヾき硏究勞及に 

力を致すことゝなった。尙商業校には別に岩 

内商業校エス佈を組織する計畫である〇

苫小牧 ナ;・內からの騎途にある中村講帥 

を迎へた苫小牧工業學校エス僉では4月2811、 

土木敎室に於て同講師のエスペラント満演伶 

を開催。盛令であった。同會代表渡邊敎談は 

六月中に同校生徙エス命員Ŝ名ほどを引率の 

上關西方面見學旅行の途次二三エス询を前間 

なすべく特に同敎議の指導の下に熱心な硏究 

令をつヾけて居る。 卑

山部ーー北海本部綠の間に於て:——

（1）——初等講習會 4月17 IJよリ29 H 
まで。受講者5名、满師塩旧亮平氏。一 5月 

ioロより一ケ月間。受講者1〇名何れも中等毎
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校HI身。
へ

CR——エスペランチスト歡送迎會——4月 

夜。普及會帶廣支那代表者堀⑴勝彥氏。 

同朴内支部委員水野善太郎氏を迎へたると 

X. II高から選ばれて特に講習を受けた江本 

寅雄、上川芳藏二氏の來訪2 JJ上旬より滞在 

送別とを兼ねて開催c司會者中村氏の開催の 

解及今後の計畫についての話及參會者各自の 

感想談等々ありて盛會であったc ---- 5 }\ S
□北大生エスペランチストエ學部學生武口1義 

雄・同義明二氏の來訪を迎へて歡迎會開催・ 

二氏は雜誌「la norda brilo」の同人 

で今後一層エスペラント連動に力をあげるこ 

とを約束、盛會であったC

（エス普及會北海本部祁D
【小樽】Major 

氏ハ月來訪の報 

に接し目下當地 

同志は會話練習 

に努力中。た氏 

とI!氏は深夜 

の公園グランド 

で會話の練習 

中c又S孃は勤 

務のバスの中で 

御勉强中との茅 

エス戰線異狀あ 

り〇猶帑廣、苫 

小牧居住の三獨 

逸人の來訪あリ 

との報あり〇 

★小梅エスクラ 

プの福田氏指璋 

の下に硏究を續 

けてゐたAntaŭ-
«n會は今囘小?3エスクラブに合併した。同 

クラブは6月5 □小梅水源地へpiknikoを催 

した。參加者八名。次囘は郊外オタモイ方面 

へ行く 〇

★今夏8月6日-12 nまで山部市街地に永く 

開催される 氐p. Hejmoに札幌小梅蘭伯方 

面より參加者のため小樽エスクラブでKara
vano を計畫中。小樽よ\）の參加者は約8名。 

同志の參加をのぞむ。詳細は小樽市永井町2 
の25小梅エスクラブへ〇

【仙臺］仙臺エス會 輪讀會。每月第一及 

び第二金曜19時より會費!0錢でザ傅士演 

說集の輪讀會をやるに決し、來る19口に第一 

囘の會合を持つ答〇 ・Krestomatio輪讀會。 

——他のグルーポからも參加し每月一度行っ

日本赣大エス甕懇親會

〔前列〕右より菊地.岡本、福富、Maier夫妻・ 

叫、佐竹。〔後列〕⑴屮、小川欄・橫山、北澤、 

東野、深山、吉岡、鈴木、和川.岸・加藤の諸氏。

て居る。5 ”は14日。參加者10名。0總會。 

——役員改選の總會は5月7日のH曜に春の 

piknikoをかねて開催ゝ13時、二高門前に集 

合・醫學部へ廻って折から開俄中の翳學部エ 

ス展を參觀・若草萌え出でた臺の原芝草の上 

で總僉を開く 〇會則修正の後、總務平野氏鐵 

道病院。副總務中村氏c會計鈴木北夫氏を選 

擧決定した.尙當|丨は仙臺エス運動の先離者 

武藪於菟氏も見え.エス運動草分けろ興味あ 

る思ひ出話を聞くことが出來た。 、

★翳學部エス展n——MES今年度の運動の手 

初めに會員持寄りの資料で5月5-7 H醫學部 

職員會館に開催したが、宣傅不十分で入場者 

100人程に過ぎなかったが、醫學人に呼び掛け 

るべく醫學資料のみかったことを痛感した.

初等講習は來遍 

より開講。尙、 

運動不振の法文 

理工學部へ連絡 

をつけて全學的 

な會介を計空し 

て居る。

【名古屋】名 

古屋エス會の 

Dua merkreda 
kunsido （會話 

會）わ5月10017 
時より西田氏指 

導にて廣ハ路竜 

氣?f貨店階上に 

於て行はれる筈 

の處會場の祁合 

で白木氏力に變 

更して話しなが 

ら同氏宅へ赴 

く 〇 20時よリカ時まで西田氏の火災保險の話 

小川氏を中心として佛敎とエスについて大い 

に談ず。出席10名。

★古くからの同志山田弘氏は去る5；j 27 rj 
歸人子供洋裝店を開かれたが看板及び包裝紙 

にエス語を主とし英語を從として採用したが 

同店の客の,Pにはエス文をみてその說明を求 

める人多く宣傅効果大なりと。

【高岡】當市高等商業學校で5月】5「［より 

畫食時間を利用して小寺敎授が主となって小 

生も少々お手傳して講習會を開催してゐま 

す。受謎者和名〉Venables夫妻が先般歸阈 

したが£泪・だけが殘ってゐます。

了志甫三郞平氏報）

【三重縣】 紀北貰踐女學校では年屮行隶の 
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一っとして去る3 n13,14日第四囘學藝會を 

Teatro Ĉoeiで開催ゝその際Tagiĝo合唱裡 

に開幕、劇、舞踊・無踏等多かった〇中にも 

例年の呼物となってゐるエス劇としてDo— 
manta Belulinoが演じられ特異の喝釆を博し 

た〇物語は餘りにもよく知れ渡ってゐる。 

akto rinojは二三年及專攻科の生徒速〇尙人 

野雅夫氏の komedio, ° Fraŭlino Gissen のゐ 

ない學校nは日本語で演じられたが本校の特 

色を反面から象徵したもの。その中にはエス 

ペラントについての珍問答が觀客を哄笑さ 

せた。（寫眞參照）

【京都】★京都エスペランチスト聯盟ーー 

4n。日夜例會。述日中は氏力にて大角灌備 

衣員會あり。幻ロスター食堂にてハンガリ- 

のFedorchak氏歡迎角を開き旅行觀察談を 

聽く。氏は木村・西村、柴山諸氏の好意によ 

りて滞京し睹所を見物した。ゐ月S |丨大會準 

働委員伶あり。箱日平安エス•會の司會當番に 

て例會をスター佥堂出町支店に催.す。赤田、 

木村兩氏の演說、各命の報吿、JozefoゝTnjor 
氏の四國旅行談とNeologismo問題^解說批 

評あり、出席者一同大會諸般の灌備につきて 

協議す。

〇聯盟6月例會豫報一15□夜7時よりスタ 

一食堂出町支店にて開fflto nova aranĝoあり〇 

在京の同志は奮って出席ありたし。

★平安エス直（寺町夷川上ルカニャ書店內） 

每土曜日夜8-10時硏究會績行。一般の參加 

を歡迎す。

戏エス佛敎徒の懇親會一昨年11月創められ 

た京都に於ける懇親會はVerda Rondoと命 

名して各Grupoの持廻り司會で每月一囘の 

令合を續けてはゐるが、今6月は臨人エス會 

が祠會當番で13 ロ（火、19時半より高倉會 

館で開催する。臨ノJ谷大、龍大等何れも初 

等講習を終了した所で新 

inembrojを多數迎へて一府 

新鮮なる步を踏み出さうと 

してゐる。尙當日は太宰不 

二丸氏の「佛敎エスペラン 

ト界の過去と將來」及び柴 

山慶氏の「現エスベラント 

界に於ける注目すべきその 

諭爭問題」と題するFaro血 

detojを聽く答。他には 

membrojの興妹おるエス齬 

paroladetoj, kantado 等レ、 

ともにぎやかにあるはづ。

終了後JBLE第三囘大會

の準備協議會開催r （臨大エス會報）

【大阪】 新星會5月7ロ日曜「［。第六囘の遠 

足を生駒へ。參加者17名。岸:和mエス會より4 
名。絕好な天候に惠まれた一同は綠星旗を先 

頭に裏上よŬ頂」:に逹す。喪父後、Espero合 

唱に依リ木I」のプログラムに入るc司會者兒 

島氏の挨拶に續いて.Esp.の遊戯レコード、 

コンサート、皿p・歌の練習.］|已紹介と和氣 

竊々の中に會合は進行する〇 Tagiĝo合唄にて 

幕を閉づ。（濱本氏報）〔寫眞參照〕

【神戸】 神戸エス協龜一5月中の會話會 

における平均出席者數は約9名で集りは餘り 

良い方ではない。2ら日には時事問題について 

diskutiを行った〇 6月1H學會恭議員徳旧六 

郞氏來訪。氏は神戶におけるエス運動史の最 

初の幾頁かを飾る人。同氏の草分け峙代とも 

云:ふべき頃の興味深いお話を何った。閉會後 

も加納町のn之山食堂で懷しい思ひw話に遲 

くまで打興じた。出席13名。（高橋氏報）

【岸初田】岸和田エス會。第四囘講習を來 

る7 n 21IJから8 ；］15 H迄午後7-9時開催 

の豫定、誹師中西義雄氏c

IŜŜ岡】。月11--4 H迄水上閣に於てエス 

初步隣習會開催。參加者沙塔。（學會福岡支 

部報）

【福岡縣】 行橋町ミヤコエス證では4月第 

一囘初等講習符を終へた受講者帖名。去る4 
H 23 ［［會員の親睦を計るため蕨狩を催した。 

參會者少數なりしも小倉のH!中阈雄氏築上郡 

の田中顯道氏が參加されたのは愉快であっ 

た。〔寫眞參照〕

【松山】松丄エス會第一囘初等满習は5 
月:7 Hを以て終了。蒲習生全部硏究金話禽 

に進級毎週火金二囘會合硏究中。講義時間22 
時間で 旣に話せる樣になったcゝ1町" 氏の 

esp.での愛媛新報濤堂での講演には全員出 

大阪新星會遠足



席。大いに歡談したc 〇第二囘初等講習は6 
月3日より每土曜2時間c中等學校生徒に對 

し石鐵寮で開始。苏師。村上、遠藤、山之內. 

星加の諸氏。講習企約4〇名。★國際語エス 

硏究所n村上氏を中心に熱心なる同志數名が 

專ら學術的方面の調査硏究に努力中。（遠藤 

朝雄氏報）。

【熊本】 熊本エス會ーー咋年ザメンホフ・ 

ターゴに於けるラヂオに依るエスペラント歌 

放送以後當地に於ける運動は頓に活氣を呈 

し、今春の短期講習會、更に五月十”より十 

H間の本年に於ける第二囘講習會と引續いて 

の開催。尙第二囘は九州日々新聞社敎育部主 

催とまでの積極的な援助を得るに至りまし 

た。一方神用角長の盡力に依って產婆學校. 

看護婦學校竿の名に近い生徒が現在受講中 

です.獨語習得の基礎として注冃されてゐる 

ものです。@爭務所は依然神尾氏宅ですが會 

合所は當市の目貫上通町肥後製陶所階上を同 

所經營者の好意によって無償にて捉:供され現 

在左の如きII割によって硏究會が持たれてゐ 

る。每週丿JOS中等科（用書「カルロ」坂崎延喜 

氏、每週水曜高等科 用書「ザメンホフ演說 

集」）加藤孝一氏、每適木曜中尊科（用書「工 

ゾーポ」）藤瀨文子孃、毎週金曜禽話會綠樹會 

員指導。尙會の若い分子によって組織されて 

ゐる綠樹會では少くとも年四囘の初等講習命 

開催を決議し、更に中九州、特に縣內に於け 

るエスペラントの連絡、親盹をはかるべく中 

九州大會の計畫が眞而冃に進められてゐま 

す。

【宮崎】 宮崎エス會一活任以來■會の创 

立、講習ゝ指潦と全力を傾到された堀內恭二 

氏が今囘・縣南小林に神都電氣營案所長とし 

て菜轉されることとなったので.5月18日20 
時よリ縣公會堂食堂に於て同氏の送別を兼ね 

第8囘初等講習者の懇親茶話會を開く。出席 

者40名、非常な盛會でエス語のsaluto amu
zaĵo 等續出し、和やかな空氣の中に同志愛を 

滿喫して23時過ぎEspero合唱の後散會（寫 

谟參照）。♦。丿J 口日より開講の初等溝習は 

九州エス大會の剌戟を受けてか・參加者35名 

（內F-inoj 9名）會場の狹隘を告ぐる盛況。 

井上氏エス讀本・山下民之氏指導の下に愉快 

に勉强中〇

【長崎縣】 山田稔氏の咅トーEstimataj Sin
joroj ! Mi rapidas sciigi al vi, ke hieraŭ （la 
7-an de junio） mortis S-ro Minoru Jamada, 
fervora membro de via J・ E・ I・

Li, komencinte la lernadon de nia lingvo 

de aŭgusto 1929, estis ĝis nun ĉiam aktiva 
batalanto en nia movado kaj tial li en la 
kameneo de liaj tagoj Esp-istaj okazigis jam 
trifoje kursojn por komencantoj kaj tre 
diligente redaktadis la organon de Nagasaki 
Esp-klubo. Cetere li en lingvostudo estis tute 
kompetenta dank, al 8ia naturfavorita kapablo 
kaj senĉesa lernado diligenta. /

Sed malbeninda maliano subite lin ekkaptis 
en junio 1931, dum ni atendis tre multe de 
li, tiel bonega Esp-isto; tamen la penadon 
por la bono de nia afero li neniam forlasis 
de si, malgraŭ ke li devis tiamtempe bataladi 
kontraŭ sia malsano en la daŭro de du jaroj» 
Ĉiam lian kapon regis Esperanto kaj ĝia 
movado kaj tiel li oferadis por tio &cu, kion 
li povis.

Pri lia merito koncerne nian movadon mi 
ne bezonus montri al vi sufiĉe detale, ĉar mi 
kredaj ke tion bone scias ja vi kaj Esp- 
opolo.（中略）

Heredante lian volon ni, posteuloj, penados 
pli aktive por nia movado! Sincere Via.

Samp Noguĉi, nova representanto de 
Isahaja Esp-Lta Rondo.

P. S・ Fro lia morto la adreso de nia 
Rondo Ŝanĝiĝis :長崎縣諫早町HI叮時公堂內。

【富山縣】城端エス會一〇月肚Hより當 

町小學校にて初等溝習開假、參加者応人ゝ 

講師野村氏（?）

・道・ビ・エ・ス
【聯盟本部】 現在各地鐵道エス會で發行し 

てゐる機關誌を合併統・して本部に於て7月 

より從來の酬盟通信を披人して活做刷16頁 

の活氣橫溢のものを發行する由。

【東京】 硏究令は每木曜ザメンホフ讀本に 

上り。出席-0名。初等講習に引緬き同小松 

講師のもとに中僚講習を開講中。用書下村氏 

童話讀本。受講者20名。尙小坂氏を工場授に 

迎えた大井工場にても鈴木利一氏講伽として 

初等講習開講中。參加者卅數名。茅業の月例 

會、ビクニ—コヽV erda野球團，Nova kunsido 
（每週ーー19け頁東京の部參照）何れも旺。

【京都】後進福知山エス伶を全力をあげて 

應援中。5月總會を開き今後の發展を議す。

【福知山】 當地鐵道の最高幹部運輸事務所 

長の完金な援助を得て普及會の村川、平木兩 

氏を講師として6刀1日より10日間開催。受 

講者20餘名。これと同時に町內最大の搁村
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書店にてエスペラント展覽會を開いた〇

闕學•生•と・エ・ス露

【東京】 學生聯盟——5月14H pikniko.參 

加者19名。T•菜から鈴木助敎授を初め多數 

參加〇市川町から眞間手古奈の古蹟、八景園、 

江戶川堤を漫步し折柄の好晴に柴乂まで行き 

名物草餅を食って歸り途は江戶川を舟で市川 

へ;。輪讀會——例によリ5月!28日夜學會 

で岡本氏の指導で〇 Rabeno de Baharaĥを硏 

究中。參加を望む。・苫小牧工業校生徒歡迎 

會——〇月4日夜七時學會樓上にて聯盟卞催 

で。小圾、進藤、マイエル夫妻.岡本・三宅 

諸氏及引率者渡邊敎諭の話があって後愉快に 

茶をのみながら交歡。一行いゝ土産ができた 

と喜んで京阪の旅へ。©會迂盒一のし貞記載 

の如く七・ハ月中は每適開催ゝ

★法政大學一岩下順太郞氏を講帥として講 

習會開催中。

★Eskulapida Klubo （帝大翳科ゝ 5 月Iil
ii） 日迄新入生のため初等满習を開く c teksto 
は新撰辭典附錄,講師。西敎授及中山氏。約 

4〇名參加。引續き每週水曜16時よリ解剖敎 

室で輪講會を催してゐる。猶malnovaj kluba
noj 一同は西敎授著「小解剖學]エス譯のた 

あ每木曜硏究討論中。

★日本醫科大舉一〇月ヨ〇【」本鄕明治製菜で 

懇犊命を傩した。比名出席。Gvidanto大橋 

氏の御出席をえなかったのは殘念だったが 

Maier氏夫妻及福富、岡本の諸先輩の御出席 

をえて愉快であった。♦猶講習命は從來の如 

きやり方をやめて rekta metodo でやる事に 

しS-ino Maierを酸してやることにした。6 
月1:卄1より夏休み迄つヾけて每火曜日】£峙よ 

り飯山橋の第一病院にて行ふ（18時より神樂 

垃明治製菓にて茶話會をもつ）。

【千葉】千葉軽大ーー去る4丿J15名の新毎 

耳をえた我々は卽時活潑な活動を始めたc4丿J 
24 Hより5 JJ 2 ロまで講師は鈴木助敎授並中 

村卓二氏,新會員歡迎會〔5月6「J）を終へ直ち 

に三・つのRondojに分って活動を始め每週!! 

112.1Petro楡講すみ次第studenta vivoに結びっ 

けて會話の紳習をやってゐる。猶Informilo 
はなるべし囘數を多く發行し角貝の連絡を緊 

密にするにつとむ。我々のdeヾizoは"Espe
ran'on en ^Medicinon M であり從って監學書 

飜譯會をもってゐるが當分は初學者のgvido 
に全力をつくす〇猶去る5月20 [Jは創立拾 

周年紀念祭が行はれ宗々の確固たる存在を明 

かにせんため各部代表挨拶に續いて朋友團舲 

として初めて代表を送り一首エス語と醫舉の 

關係をのべ多大の收獲をえたC猶當nはeks- 
pozicoを開き特に各數敎授の方々の注意を 

喚起したのは愉快だったr餘興としてTagiĝo, 
Lorelejの合唱をなし完仝に學友會紀念祭を 

綠のatmosfeioの中へ引こんだ〇

【京部】★臨濟宗大學旣報の初璋講習會 

は期間は隨分延長したが先づ好成績ーーでも 

最後まで約半數殘った一 で終了。その後は 

每火曜、書の休みに會話.Kantadoの練樹。 

每木曜の15時より中等講習としてJapanaj 
Fabelojの帕讀會〇その後落伍者はない至極 

健全なる步みを續けてゐる。（山川義秀氏银） 

★三高・大谷大學・龍谷大學一いづれも展 

覽會と講習會開催。（聯盟報）

雷ば•び・れ•一 ・よ倒

★京都府福知山町鐵道官舍2の3大谷正一氏 

よりーラヂオエス講習を今年ももちうる樣 

大いに努力しようではありませんか。その意 

味で私は今後授期間に涉って禽貝お名と「工 

ス語ラヂオ講習促進命」を結成しーケ月一囘 

宛有志連名の上放送局へ交涉したいと思ひま 

す。ついては私の主意に賛成の方は私宛御通 

知下さいc私の方からは交涉顚末を御しらせ 

します。ーーと。同志諸君の賛同と支持を望 

む。

★久し振に徳!U>*<« ）氏の主唱で萸野「H理がと 

共にJOAKを訪間しラヂオエス講座放送に 

つきAI<をinstigiしました。大分投書も來 

るとの話・でした〇係の人はわけがわかってゐ 

ます。たヾ他の方面の人々の方で反對が多い 

そうですこの反對の打破はやはリ大衆の力よ 

り外ない樣です。大いに投書でなり何でなり 

當局を激勵されたし。（岡本）

★別項記事の早大敎授野村氏はお孃さんに 

「みねよ」といふお名前をつけてをられます。 

それは勿論同氏の專門が鑛山（minejo）に關 

係が多いのでこのエス語をそのまゝつけられ 

たもの。漢字でどう書かれるかき、もらした。 

吹今春常大法科を卒業された高橋運氏（昨年 

本誌に再歸代名詞の硏究やKioの硏究を發 

表した）は最近大阪府の特高につとめられた 

そうである〇

==★河北新報〔6月2日）投書欄「國 
L翌険・際エスペラントの口」（吉田滋氏 

投）令でĴj13 a）えすぺらんていすも（小旧 

弓子氏投）月11日）條件付で〔寒转生投） 

責東洋新聞（5月ll,21fj）—エスペラント 

の思ひ出（東村）。
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★小樽新聞C6月13日〕エス語と文藝 福田仁 

一氏）〇

P - - ★北光（la Norda Brilo） N-ro 15
亘北海道空知郡山部市街地「昭和靑 

年會北光第一支部發疔）—— 卷末九頁のエス 

欄あり。

★早稻田電氣工學雜誌 第14年第4號——エ 

スペラント語と電氣工學（高木貞一、大 

木克已氏）C

★學士會月報一第511號。國字問題の硏究 

屮ーエスの發展（美野田琢磨氏）cエス語を 

正課とする女學校（大屋助郎〇 ★第513號， 

「物」といふ語に就いて口本語の長所（高橋邦 

太郎氏人★第522號。敎育漫談ところどこ 

ろをよみて（エス語尘）。*523 號。||本語化 

した英語の書き方をよむC髙橋邦太郎氏）。★ 

第行32號。英語の簡易化〔高橋氏儿★対5號。 

國際語とスポーツ。（加藤順次郎氏）〇

・地方會機關誌其他El
★ Felica Stelo （3號）（福知山）福知山踊（大 

谷ĥ熊の由來C大谷）。巧妙な警察犬〔石場）。 

女の愛（浦田〕以上三つ對譯。

★Iofersteno （4號）（5號）松下氏譯論文及質 

疑應答等。

★ FER C五月號）（東鐵）——FTI中・Cerbo, 
Kamata,大島.小松.靑木、河野、□比野、 

今井尊の諸氏の硏究發表その他記ザ多數。・ 

六月號。靑木.大島・矢成、栗山、宋、今井、 

川屮の諸氏の硏究その他ゝ

★聯盟盒思（北海道エス聯盟 Nto次 

★聯盟逼信C鐵逍エス聯盟）4月、5月。

★エス語部便り。ヽ・”1（佛敎濟世軍エス部: 

一一永年北九州エス界で活躍の小西義雄氏が 

今囘大阪府岸和田市南上町へ御移轉の上初め 

られた最初の仕慕C ■s 一

★Verda Haveno （橫濱）N-ro 4.再歸代名詞に 

つレ'・こ（TameieJo ハ しudu, gnomo '' （Sukuma） 
等の記界の外會報。

★Nova Stelo （噺i星・會!N-ro 5 Por la homa c 
（加藤）Homo sen umbiliko （Ŝakuma 譯''， 

Humileco kaj fiereco de 1'Patrino （牧澤）〇 

0N・ro 6 Kvankam esp-istoj ne dormas （黑崎）〇 

Kvieteco （Miriko）.
★Semanto （宮崎）-一九州丿ヾ會報吿，エス双 

話杉H1）^〇

★ la Verda Stelo （福岡 縣京都郡）N・:o 6. 
Tagiĝo音譜やanekdotojの譯其他〇中西氏 

北九州エス運動の思ひ山僚。

〔砖次頁に今秋の大會programoあり〕

新撰エス和辭典
增補訂正版出づ川

今囘最新諮を主として千八百數十語の增補を斷行しました。

しかも定價はもとのまゝです。（送料は4錢になりました）。

今囘の增補て'特筆すべき點は

1・SAT版Plena Vortaro中の語で本辭典舊版に洩れ 

てゐた語は殘らず收めたこと。 •

2.英他新刊の多數エス辭典中の新語を入れたこと〇

新撰エス和辭典補遺（別冊） （豐勰裝）

實蓋頒價8錢・送料2錢〔6册迄〕C郵券代用可）

本辭典C隹版）御所持の方々の御便宜を計り今回増補の分を別册とし 

て上記實費で御加ち致します。新撰辭典をもため方々にも新語辭典卑 

門認辭典として歡迎される班と期待してゐます。

臨盘覆籟 般日本エスペラント學會



202

★Bukedo く仙臺エス會）創刊號（五7］）。 

Antaŭparolo （桑原）〇 Kiel mi fariĝis esp-isto 
C同,Spritaĵoj （吉,田人 Vekiĝu Azio （鈴木）。 

Horloĝo （菅原）〇 Ĉagreno （村上）〇 Macuzaŭa 
Hospitalo （佐々木）〇 Unu Capitro （金子）〇 

全部エス文ampleksaのもの、美麗謄寫印刷。 

頒布希望者は送料共14錢送附の事、 

★la Norda Kruco （渡邊隆志氏個人雜誌）。 

N-ro 4.本號 Bahaismoに關するもの〇 

★エスペラント文學＜6月號）（フロント社） 

エンペラント文學理論序說（2） cm木）、エス 

ペラント文學のために（I—I）, Zamenhofと 
Andersen （Takagi）, «修善寺物語»日エス露 

比較（川略人和歌反譯（三宅人異議あり 

（Nigrakato）, Ne super nubo sed sur tero 
（Johano）, Fablo de Ezopo （Nakagaki）, Vivo 
de virino （Kaŭasaki）, La vojo al da vivo （2） 
（Tagi）.
★國際語硏究（第3號）Cフロント社）言語 

のブルヂョア革命（井上入 言語の世俗權威 

性その他CI-I人 語原と勞働（高木）、マル 

クス主義言話學のスローガン（Spiridoviĉ）,イ 

エスペルゼン:阈際語史（2）（石黑入 支那 

語の □-マ字化（Sjao）, « Verdu Utopio » の 

魅史的役割（川崎入 便衣隊、Recenzo零。

夏期エスベラント學校

講帥 J. Major,中村久雄氏，上野隆司氏 

日時8月12日——18日迄。

主催北海道空知郡山部エス普及會北海本部 

【編輯後記】★本號は記事輻楼のため2頁程廣 

吿««を侵略しました。

★內地報道への御通信はなるべく早く下さ 

い。早いものから順に揭載します。記事の都合 

や頁の都合で月の20日頃迄に來たのを入れる 

事もありますから何日に拘らず御報知おき下 

さい。報道は絕對沒書にしません。寫眞は特 

別の場合を除き10日迄に來たものを入れそ 

れ以後のものは次號へ廻します。★前號展吿 

第3頁は全頁廣吿である事はどなたもお判り 

の事と考へますが二三地方伶から記事類似の 

溃吿は面白くない旨巾越された。（岡本）

曲举::家

エスペラント文庫刊行

エス界の岩波文庫改造文库として出現;, 

菊半截判。携帶便。價格廉。詳細後報。 

目下着々準備中。

（學會出版部）

第21回日本エスベラント 

大會豫報
★日程

第1日10月15日〔日曜）京都

9一12時開會式

13—15時協議會

15-17時JEI總會
19時 公開講演會

第2日10月16日（月曜）京都

9-12時分科會

13 — 15 時 Universitato
15-17時雄辯大會

第3日10月!7日（祭日）龜岡

9一10.30時閉會式

1030-1!時epa創立十周年紀念會

13時から 松年狩

★大會參加費金50錢
★其他詳細は随時發表

★照窃は下記宛に

京都市左京區鹿ケ谷櫻谷町44近藤方

大會準備委員會

秋田雨雀氏を中心ごする

文藝座談會

日時一7月8日C土曜）午後正2時 

場所一日本エス樂會階上 

會費ーー颠料（一般參加歡迎）

主催エスペラント文藝硏究會

秋山雨雀氏誕生50年祝賀會 

□時——7 n 8日（土唏）午後6時半 

場所——水逍橋束京齒科醫專筋向 

愛光舍

會費一（映鑒代）50錢

主催
エスペラントクラブ 

ペラント文藝硏究會

侧曲 !BI 皿 IMI 111111111111『lll：lilllllllll曲曲111111 皿 IIIMIIIII!皿!侧 II 皿 II 曲1111111111BIIM卿

エスペラント文藝讀本
第一輯スラヴ篇C小坂氏編〉8月發蛮

第二輯フランス篇（K氏編）

其他績刊（學會出版部）



ESPERANTO - LERNANTO ★ JULIO
— m - :. =

後半期に入って面目更に一新
-- ~ ■ - ---■・■■■■・ I ' ■■■

±一月號

1部20錢（送料5厘）・全國書店にあり」賣切の際は直接本會へ

七月號內容の一部

恐怖の手.................................鈴木幾多雄

エスペラント大衆文學作家中の雄プルトイスの,「小公子」に比すべき傑 

作“ Vila Mano "の梗槪紹介。

エスペラントの誕生 伊藤已酉三

我等のために荊棘の道を切拓いた充驅苦逹の步んだ後を物語る初胸エス 

ペラント運動史。

日本語のエス語化 岡木好次

今月はすこし口先をかへて和文エス譯に必讀の文字を書く。

麗しきラインの守bケノレン 城戶崎益敏

今夏茁國犬會の開かれるケルンとはどんな土地か,豪奢なその過去と活 

潑なその現在。對譯滇物。

サンタ・ルチア礫譜・譯註附唱歌）

JesとNe （初等文法） 小此木貞次郞

alとde Cエス文讀み方） .....................t............................................................三宅 史平

冠詞（引例豐富,學習者必讀）........................ 小坂狷二

通信の常識...................................石黑 修

作文練習帳（和文エス譯指導）......................多羅尾一郞 

人面の大岩（對譯） 宗近 眞澄

グラボースキ-小傳，質疑應答，漫談,テンボーダイ等。

創刊號から取揃へあり•半年分送料共1鬪20錢・1年分2圓30錢，見本10錢

離日本エスペラント學會
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好機を逸ぜず今すぐ申込まれよ

會費僅か十七圓 （送料共二十一圓二

十錢）で全六册二千頁,定價五十五圓

の本が手に入ります,

Prospektoご取次規定は二錢切手封入お申込みあれ。

締切・七月十日

締切後でも全額一時拂ひはお取次ぎ致しますが配本が非常に遲れま忒 

から至急お申込みください。學會會員に限っての分割拂ひの特典は今年

中は今冋限bで以後は絕對にいたしません。

分割拂ひC會員に限るX送料共）c穫:6月末8固;7月末6園，8月末5團,9月末4圜

D種:6月末5圓;7月末5 ;3月末5團;9月末5團;10月日ミ4 園

滿洲•诩鮮・豈鸿•椎太の會員に限り七月十□の消印あれば分割拂受附

新 着洋 書

Systematisk kurs i Esperanto
Ĉe-metodo流の敎科書として好評のSeppik-Malmgren

Historio kaj organizo de la Esp. Movado 
エスペラント運動の歷史と組織を簡單に知るに手頃。

Vivo de D-ro Martin Luther

定價1圜送料2錢 

の著。

!圓40錢:送料2錢園

50錢•送料2錢

宗敎改革の聖雄ルーテルの小傳,附錄u La malgranda kateĥismo.”

——以I:いづれも入荷極めて少數•御入用の方は至急:御註文あれ——

東京市本鄕區元町一丁目

財團法人日本エスペラント學會

電話小石川5415番 振替東京11325番
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必讀書特〔辱

學會會員へ犧牲的廉價提供 
ザメンホフの著書その他の名著良書 

今年中の御注文に限リ定價の一割引

我が國エスペランチストの讀書獎勵の总味でザメンホフの著 

書の大部分及びエスペランチストが必ず讀むべき古典的名著, 

學習上特に重要な良書等を多數選擇して特價で提供いたします

しかし現在の定價が相場はづれの匾價で（定價は約16錢の計算。 

現在の和場1伉伉=20錢見當。）從って,かうした摄供は负に犠牲的奉仕 

で,全部が殆んど原價なみで,中には原價以下になるものもございますから, 

下記條件は特にお守りねがひます。

規定洋書特

格
間
率
數
意 

資
期
割
册
注 

1
2
 3
 
4
 5

特典を受けるものは學會の倉口〔維持員）に限る。

1933年7月1日から1-JJ 3!日まで。

學會取次洋書目錄C7月1丨|改訂:中★印を附けたものは各定價の一割引。 

 種類につき期間中一人一册に限る。但し種類に制限はない。

a. ©替相場に巫大な異同が生ずると期間中でも豫吿なしに規定を變更す

b. 學會支部からの註文は從來の規定を適用せず，定價の一割三分引とす 

る。但し註文者（勿論學金會口に限る!の乞を明記すること。

c. 19昭年11月1I」訂正圖書目錄記載の特典は（5月30日限り徹囘する。

特債提供書の一部〇 Frnidamcnta Krestomatio; Marta C各定價2佣4〇錢;特債2園 

16錢），Fundamento de Esp.; Hamleto; Lingvaj respondoj （各定價1圓:特價 90 錢）, 

Naŭlingva Etimologia Leksikono C 定價 3 圓 90 錢:特價 3 固 51錢），Kompleta Gramatiko
C上製:定價5间10錢;特價4 59錢;並製:3冏90銭;特債3 5Ĵ錢）,Jarmiloj
Pasas （上下定價15圓;特價13圖50 Per Balono al Poluso （定價 9 圓:特債 8
圜10 Dその他多數。

顾新版圖書目錄は切手2錢封入お中込みあれ

園

器肥怦歉日木エスペラント學會勰總懼舞

取次締切迫い卽刻申込め
締切7月10日まで延期•詳細6月號參照



La Revuo Orienta一Monata organo de Japana Esperanto-Instituto,
Hongoo-Motomaĉl 1,TOKIO, Japaoojo; abono internacia 5 svis. frankoj.

我國に於けるエスペラント普及・硏究・實用の中心機關

日本エスペラント學會

目 

事

窗

東京市本鄕區元町一の一三
—【電話小石川C85） 541三番 山替口座京京1132）番】ーー

的エスペラントの普及、硏究、實用

（（a）エスペラントに關する各種の硏究調査及其發表 
匹）（b）雜誌及圖書の刊H・及外國エス語書籍の取次 

*1（c）講演會講習伶の開催及後援
l（d）其他本命の目的を達成するに必要なが業

（（町普通維持員年額2圓4（錢（b）正維持員年顓?圓 

費 （c）赘助維持員年額5圖 （の特別維持員 年額1〇圓以上
I （e）終身維持員一時金【〇〇凰以上
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加・土〇へ叶 しa Revuo Orienta （刷讚料1冏80錢）を無代配布する他空
維苻貝へは 會發行新刊圖書の割引等をなすことあり

入會手縮 住所 職業 姓名（振カナ付）を明記し會寶一年分を支拂へばよい

會則K他本會發行圖書及取次內外圖書 

目錄は郵券二錢封入巾込下さい
-- _ ---一""^"■ ■ ・ 「

役 員

理•耶艮大石和三郎 

理 那秋旧雨雀

同 井上萬壽藏

同中大此授川原次吉郞 

同文傅黑板勝美 

局康朝部長土岐善曆 

理爭国博西 成甫

名 簿

舸 B 澤 親 嫌

〇 E 望丿1 周三郎

同 柳 rn 阈 男

同 （常任） 上 野 孝 男

局 馆） 大 井 學

R （同） 小 放 二

同 （同） 三 石 五

（五十音順）

崗 （同）美!野rH琢 磨

e 事淸 水 勝 雄

同 鈴 木 7E 夫

同 堀 道

顧 朋法协穗 積 at 遠

Ri チ爲三 岛 章 道

£i|||||||||||||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll1lll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111tllllllllllllK 定
價
拾
五
錢編輯兼 

發行人

印刷人

發厅所

本誌講讚料（郵稅共）

一部 圓 0.17 注意:學會維持 

員（會費2.40圓 

其他）には本誌 

を無代進呈

半年分 @10.90

一年分 側1.80

本會振桥J 一般會計用束京!1325番 

口座番號1基本金專用東京32089番

昭和八常六月二十五H律刚 

昭和八年七月-日私行

東京市本翘・元町ーノー三 

大 井 學

東京市神田氏三絞町三ノー四六 

竹 田 佐 藏 

一 国 印 涮 所 

東京市み卿は讦町ーノー三 

を旻日本エスペラント學陥
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